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はじめに

対象読者
こ のマニュ アルは、 Cisco IOS コマン ド ラ イン インターフェ イス （CLI） を使用して  Catalyst 
2960、 2960-S および 2960-C, 2960-P ス イッ チ （以降、 ス イッ チ） を管理するネッ ト ワーキング
の専門家を対象と して いま す。 こ のマニュ アルは、 すでに Cisco IOS コマン ドおよびス イッ チ 
ソ フト ウェア機能使用経験があるこ と を前提にして いま す。 また、 イーサネッ ト と  LAN のコ
ンセプト および用語に関してすでに習得済みであるこ と も前提と して いま す。

目的 
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-C、 2960-P ス イッ チは次の イメ ージのいずれかを実行しま
す。

• LAN ベース  ソ フト ウェア イメ ージは、 アク セス  コ ント ロール リ スト （ACL） および 
Quality of Service （QoS） 機能のよ うな企業ク ラスの インテリ ジェント なサービスを提供し
ま す。 Catalyst 2960-S ス イッ チでは、 スタッ ク構成も サポート さ れま す。

• LAN Lite イメ ージは、 より 少なく 限定さ れた機能を提供しま す。

Catalyst 2960-S は、 暗号化機能を含むユニバーサル イメ ージと と も に出荷さ れま す。 ス イッ チ
にあるソ フト ウェア イメ ージは、ス イッ チ モデルによって  LAN Base イメ ージまたは LAN Lite 
イメ ージのいずれかになり ま す。 ス イッ チで実行さ れて いるイメ ージを特定する方法は、 次の
と おり です。

• LAN Lite イメ ージが実行さ れて いるス イッ チでは、 FlexStack モジュールはサポート さ れま
せん。 ス イッ チの背面には、 FlexStack モジュール用スロッ ト があり ません。

• ス イッ チの正面の右上隅にあるラベルの末尾が、ス イッ チ モデルで LAN Lite イメ ージが実
行さ れて いる場合は -S で終わって いま す。

• show version 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。製品 ID を示す行の末尾も、 -L （LAN Base 
イメ ージが実行さ れて いる場合） または -S （LAN Lite イメ ージが実行さ れて いる場合） で
す。 たと えば、 WS-C2960S-48PD-L では、 LAN Base イメ ージが実行さ れて いま す。
WS-C2960S-24TS-S では、 LAN Lite イメ ージが実行さ れて いま す。

• show license 特権 EXEC コマン ドを入力し、 アク ティ ブなイメ ージを確認しま す。

Switch# show license
Index 1 Feature: lanlite
         Period left: 0  minute  0  second 
Index 2 Feature: lanbase
         Period left: Life time
         License Type: Permanent
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         License State: Active, In Use
         License Priority: Medium
         License Count: Non-Counted

こ のマニュ アルは、 Catalyst 2960、 2960-S および 2960-C、 2960-P ス イッ チで使用するために作
成または変更さ れた  Layer 2 コマン ドに関する必要な情報を提供しま す。 標準の Cisco IOS 
Release 15.0 コマン ドについては、 Cisco.com にある Cisco IOS のマニュ アル セッ ト を参照してく
ださ い。

こ のマニュ アルでは、 お客様のス イッ チを設定する手順については説明して いません。 設定手
順については、 こ のリ リ ースに対応するソ フト ウェア コ ンフィ ギュレーショ ン ガイ ドを参照
してく ださ い。

こ のマニュ アルでは、 表示さ れるシステ ム メ ッ セージについては説明して いません。 詳細につ
いては、 こ のリ リ ースに対応するシステ ム メ ッ セージ ガイ ドを参照してく ださ い。

資料の更新については、 こ のリ リ ースに対応するリ リ ース  ノ ート を参照してく ださ い。

表記法
こ のマニュ アルでは、 次の表記法を使用して説明および情報を表示して いま す。

コマン ドの説明では、 次の表記法を使用して いま す。

• コマン ドおよびキーワードは、 太字で示して いま す。

• ユーザが値を指定する引数は、 イタ リ ッ ク体で示して いま す。

• 角カッ コ （[ ]） の中の要素は、 省略可能です。

• 必ずどれか  1 つを選択し なければならない要素は、 波カッ コ （{ }） で囲み、 縦棒 （|） で区
切って示して いま す。

• 任意で選択する要素の中で、 必ずどれか  1 つを選択し なければならない要素は、 角カッ コ
と 波カッ コで囲み、 縦棒で区切って （[{ | }]） 示して いま す。

対話形式の例では、 次の表記法を使用して いま す。

• 端末セッ ショ ンおよびシステ ムの表示は、 screen フォ ント で示して いま す。

• ユーザが入力する情報は、 太字の screen フォ ント で示して いま す。

• パス ワードやタブのよ うに、 出力さ れない文字は、 山カッ コ （< >） で囲んで示して いま
す。

（注）、 注意、 および警告には、 次の表記法および記号を使用して いま す。

（注） 「注釈」 です。  役立つ情報や、 こ のマニュ アル以外の参照資料などを紹介して いま す。

注意 「要注意」 の意味です。 機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述さ れて
いま す。
xx
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show コマンド出力のフィ ルタ リング 
show コマン ドには、 コマン ド出力をフィ ルタ するためのオプショ ンの出力修飾子があり ま す。

• | begin ： expression と 一致する行から表示を開始しま す。

• | exclude ： expression と 一致する行を表示から除外しま す。

• | include ： expression と 一致する行を表示に含めま す。

• expression ： 参照ポイント と して使用する出力内の文字列です。

文字列では、 大文字と 小文字が区別さ れま す。 | exclude output と 入力した場合、 output を含む
行は表示さ れませんが、 Output を含む行は表示さ れま す。

関連資料
次に挙げる、 ス イッ チに関する詳細情報が記載さ れて いるマニュ アルは、 次の  Cisco.com サイ
ト から入手できま す。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6406/tsd_products_support_series_home.html

（注） ス イッ チの取り 付け、 設定、 アッ プグレードを行 う前に、 次のマニュ アルを参照してく ださ
い。

• 初期設定情報については、 スタート アッ プ ガイ ドの 「Using Express Setup」 またはハード
ウェア インスト レーショ ン ガイ ドの付録 「Configuring the Switch with the CLI-Based Setup 
Program」 を参照してく ださ い。

• デバイス  マネージャの要件については、 リ リ ース  ノ ート （発注できませんが、 Cisco.com 
で入手可能） の 「System Requirements」 を参照してく ださ い。

• Network Assistant の要件については、 『Getting Started with Cisco Network Assistant』 （発注で
きませんが、 Cisco.com で入手可能） を参照してく ださ い。

• ク ラスタの要件については、 『Release Notes for Cisco Network Assistant』 （発注できません
が、 Cisco.com で入手可能） を参照してく ださ い。

• アッ プグレード情報については、 リ リ ース  ノ ート の 「Downloading Software」 を参照して
く ださ い。

ス イッ チに関するその他の情報については、 次のマニュ アルを参照してく ださ い。

• 『Release Notes for the Catalyst 3750, 3560, 3560-C, 2960, 2960-S, 2960- C, 2960- P Switches』

• 『Catalyst 3560-C and 2960-C Switch Hardware Installation Guide』 

• 『Catalyst 3560-C and 2960-C Switch Getting Started Guide』

• 『Release Notes for the Catalyst 2960-S switches』 

• 『Catalyst 2960 Switch Getting Started Guide』

• 『Catalyst 2960-S Switch Getting Started Guide』

• 『Catalyst 3560-C and 2960-C Switch Hardware Installation Guide』 
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• 『Catalyst 2960, 2960-S, and 2960-C, 2960-P Switch Software Configuration Guide』

• 『Catalyst 2960, 2960-S, and 2960-C, 2960-P Switch Command Reference』

• 『Catalyst 2960 Switch Hardware Installation Guide』 

• 『Catalyst 2960-S Switch Hardware Installation Guide』 

• 『Catalyst 3560-C and 2960-C Switch Hardware Installation Guide』 

• 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Catalyst 2960 and 2960-S Switch』 

• 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Catalyst 3560-C and 2960-C Switch』 

• 『Catalyst 3750, 3560, 2960, and 2960-S Switch System Message Guide』

• 『Auto Smartports Configuration Guide』 

• 『Call Home Configuration Guide』

• 『Cisco EnergyWise Configuration Guide』

• 『Smart Install Configuration Guide』

• 『Release Notes for Cisco Network Assistant』

• 『Getting Started with Cisco Network Assistant』

• 『Cisco RPS 300 Redundant Power System Hardware Installation Guide』 

• 『Cisco RPS 675 Redundant Power System Hardware Installation Guide』 

• 『Cisco Redundant Power System 2300 Hardware Installation Guide』 

• Network Admission Control （NAC） 機能の詳細については、 『Network Admission Control 
Software Configuration Guide』 を参照してく ださ い。

• Cisco SFP、 SFP+、 および GBIC モジュールに関する情報は、 Cisco.com の次のページで入
手可能です。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/prod_installation_guides_list.html

こ れらの SFP 互換性マト リ ク ス  ドキュ メ ント は、 Cisco.com の次のページで入手可能です。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_device_support_tables_list.h
tml

マニュ アルの入手方法およびテクニカ ル サポート
マニュ アルの入手方法、 テクニカ ル サポート 、 その他の有用な情報について、 次の  URL で、
毎月更新さ れる 『What's New in Cisco Product Documentation』 を参照してく ださ い。 シスコの
新規および改訂版の技術マニュ アルの一覧も示さ れて いま す。
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』 は RSS フィ ードと して購読できま す。 また、 リ ー
ダー アプリ ケーショ ンを使用してコ ンテンツがデスクト ッ プに直接配信さ れるよ うに設定するこ
と も できま す。 RSS フィ ードは無料のサービスです。 シスコは現在、 RSS バージョ ン 2.0 をサ
ポート していま す。
xxii
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_device_support_tables_list.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html


 

Catalyst 2960、 2960-S、 お

OL- 29499-01-J
1第           章
コマンド ライン インターフェ イス使用

Catalyst 2960、 2960-S および 2960-C、 2960-P ス イッ チは Cisco IOS ソ フト ウェアによってサ
ポート さ れて いま す。 こ こ では、 ソ フト ウェア機能を設定するためのス イッ チのコマン ド
ラ イン インターフェ イス （CLI） の使用方法について説明しま す。

• こ れらの機能をサポート するコマン ドの詳細な説明については、 第 2 章 「Catalyst 2960、
2960-S、 2960-C、 および 2960-P ス イッ チの  Cisco IOS コマン ド」 を参照してく ださ い。

• ブート ローダ コマン ドの詳細については、 付録 A 「Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 お
よび 2960-P ス イッ チのブート ローダ コマン ド」 を参照してく ださ い。

• debug コマン ドの詳細については、 付録 B 「Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 
2960-P ス イッ チの  debug コマン ド」 を参照してく ださ い。

• show platform コマン ドの詳細については、 付録 C 「Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 お
よび 2960-P ス イッ チの  Show Platform コマン ド」 を参照してく ださ い。

• Cisco IOS Release 12.2 のさ らに詳し い情報については、『Cisco IOS Release 12.2 Command 
Summary』 を参照してく ださ い。

• タスク指向の設定手順については、 こ のリ リ ースに対応するソ フト ウェア コ ンフィ
ギュレーショ ン ガイ ドを参照してく ださ い。

こ のマニュ アルでは、 明示的に IP バージョ ン 6 （IPv6） を指す場合を除き、 IP と は IP バー
ジョ ン 4 （IPv4） のこ と を指しま す。

スイッ チ スタッ クへのアクセス
LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チでは、 スタッ ク がサポート さ れ
て いま す。 ス イッ チ スタッ ク およびスタッ ク  メ ンバ インターフェ イスは、 スタッ ク  マス
ターを経由して管理しま す。 ス イッ チごと にスタッ ク  メ ンバを管理するこ と はできません。
スタッ ク  マスターには、 1 台以上のスタッ ク  メ ンバのコ ンソール ポート を経由して接続で
きま す。複数の  CLI セッ ショ ンをスタッ ク  マスターに使用する場合は注意が必要です。 1 つ
のセッ ショ ンで入力したコマン ドは、 別のセッ ショ ンには表示さ れません。 したがって、
コマン ドを入力したセッ ショ ンを追跡でき ない場合があり ま す。

（注） ス イッ チ スタッ クを管理する場合は、 1 つの  CLI セッ ショ ンを使用するこ と を推奨しま す。

特定のスタッ ク  メ ンバ ポート を設定する場合は、 CLI コマン ド  インターフェ イス表記にス
タッ ク  メ ンバ番号を含めてく ださ い。 インターフェ イス表記の詳細情報については、 こ の
リ リ ースに対応するソ フト ウェア コ ンフィ ギュレーショ ン ガイ ドの 「Configuring 
Interfaces」 の章を参照してく ださ い。
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CLI コマンド  モード
特定のスタッ ク  メ ンバをデバッ グする場合は、 session stack-member-number 特権 EXEC コマン
ドでスタッ ク  マスターから アク セスできま す。 スタッ ク  メ ンバ番号は、 システ ム プロ ンプト
に追加さ れま す。 たと えば、 Switch-2# はスタッ ク  メ ンバ 2 の特権 EXEC モードのプロ ンプト
であり 、スタッ ク  マスターのシステ ム プロ ンプト は Switch です。特定のスタッ ク  メ ンバへの 
CLI セッ ショ ンで使用でき るのは、 show コマン ドと  debug コマン ドに限り ま す。

（注） スタッ ク は、 Catalyst 2960 または 2960-C ス イッ チや、 LAN Lite イメ ージを実行して いる 
Catalyst 2960-S ス イッ チではサポート さ れて いません。

CLI コマンド  モード
こ こ では、 CLI コマン ド  モード構造について説明しま す。 コマン ド  モードは、 特定の  Cisco 
IOS コマン ドをサポート しま す。 たと えば、 interface interface-id コマン ドは、 グローバル コ ン
フィ ギュレーショ ン モードで入力さ れたと きだけ機能しま す。

以降は、 ス イッ チの主なコマン ド  モードです。

• ユーザ EXEC 

• 特権 EXEC 

• グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン 

• インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン 

• VLAN コ ンフィ ギュレーショ ン 

• ラ イン コ ンフィ ギュレーショ ン 

表 1-1 に、 主なコマン ド  モード、 各モードへのアク セス方法、 各モードで表示さ れるプロ ンプ
ト 、 およびモードの終了方法を示しま す。 表示さ れて いるプロ ンプト は、 デフォ ルト 名 Switch 
を使用して いま す。

 
表 1-1 コマンド  モードの概要

コマンド  モード アクセス方式 Prompt 終了または次のモードのアクセス

ユーザ EXEC こ れが 初のアク セス  レベル
です。

（ス イッ チについては） ター
ミ ナル設定を変更し、 基本タ
スクを実行し、 システ ム情報
を一覧表示しま す。

Switch> logout コマン ドを入力しま す。

特権 EXEC モードを開始するには、
enable コマン ドを入力しま す。

特権 EXEC ユーザ EXEC モードから、
enable コマン ドを入力しま
す。

Switch# ユーザ EXEC モードに戻る場合は、
disable コマン ドを入力しま す。

グローバル コ ンフィ ギュレーショ
ン モードを開始するには、
configure コマン ドを入力しま す。
1-2
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CLI コマンド  モード
ユーザ EXEC モード  
デバイスにアク セス すると 、 自動的にユーザ EXEC コマン ド  モードに入り ま す。 ユーザ レベ
ルで使用可能な EXEC コマン ドは、 特権レベルで使用可能な EXEC コマン ドのサブセッ ト で
す。 一般に、 ユーザ EXEC コマン ドは、 端末設定の一時的変更、 基本テスト の実行、 システ ム
情報の一覧表示などに使用しま す。

サポート さ れて いるコマン ドは、 ご使用のソ フト ウェアのバージョ ンによって異なり ま す。 コ
マン ドの包括的なリ スト を表示するには、 プロ ンプト で疑問符 （?） を入力しま す。

Switch> ? 

特権 EXEC モード

特権コマン ドの多く は動作パラメ ータの設定に関係して いま す。 無許可の使用を防止するに
は、 特権コマン ドへのアク セスをパス ワードで保護する必要があり ま す。 特権コマン ド  セッ ト
には、 ユーザ EXEC モードのコマン ドと 、 それ以外のコマン ド  モードにアク セス するための  
configure 特権 EXEC コマン ドが含ま れま す。

グローバル コ ン
フィ ギュレーショ
ン

特権 EXEC モードから、
configure コマン ドを入力しま
す。

Switch(config)# 特権 EXEC モードに戻る場合は、
exit または end コマン ドを入力する
か、 Ctrl+Z を押しま す。

インターフェ イス  コ ンフィ ギュ
レーショ ン モードを開始するには、
interface コ ンフィ ギュレーショ ン 
コマン ドを入力しま す。

インターフェ イス  
コ ンフィ ギュレー
ショ ン

グローバル コ ンフィ ギュレー
ショ ン モードから、 interface 
コマン ドを入力し、 次にイン
ターフェ イス  ID を入力する
こ と により 、 インターフェ イ
スを指定しま す。

Switch(config-if)# 終了して特権 EXEC モードに戻る
には、 end コマン ドを入力するか、
または Ctrl+Z キーを押しま す。

グローバル コ ンフィ ギュレーショ
ン モードに戻る場合は、 exit コマ
ン ドを入力しま す。

VLAN コ ンフィ
ギュレーショ ン

グローバル コ ンフィ ギュレー
ショ ン モードで vlan vlan-id 
コマン ドを入力しま す。

Switch(config-vlan)# グローバル コ ンフィ ギュレーショ
ン モードに戻る場合は、 exit コマ
ン ドを入力しま す。

特権 EXEC モードに戻る場合は、
end コマン ドを入力するか、 Ctrl+Z 
を押しま す。

ラ イン コ ンフィ
ギュレーショ ン

グローバル コ ンフィ ギュレー
ショ ン モードから、 line コマ
ン ドを入力するこ と により 、
ラ インを指定しま す。

Switch(config-line)# グローバル コ ンフィ ギュレーショ
ン モードに戻る場合は、 exit コマ
ン ドを入力しま す。

特権 EXEC モードに戻る場合は、
end コマン ドを入力するか、 Ctrl+Z 
を押しま す。

表 1-1 コマンド  モードの概要 （続き）

コマンド  モード アクセス方式 Prompt 終了または次のモードのアクセス
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第 1 章      コマンド ライン インターフェ イス使用

CLI コマンド  モード
システ ム管理者がパス ワードを設定した場合、 特権 EXEC モードへのアク セスが許可さ れる前
に、 パス ワードの入力を要求するプロ ンプト が表示さ れま す。 パス ワードは画面には表示さ れ
ません。 また、 大文字と 小文字が区別さ れま す。

特権 EXEC モードのプロ ンプト は、 装置名の後にポン ド記号 （#） が付きま す。

Switch# 

特権 EXEC モードにアク セス するには、 enable コマン ドを入力しま す。

Switch> enable 
Switch# 

サポート さ れて いるコマン ドは、 ご使用のソ フト ウェアのバージョ ンによって異なり ま す。 コ
マン ドの包括的なリ スト を表示するには、 プロ ンプト で疑問符 （?） を入力しま す。

Switch# ? 

ユーザ EXEC モードに戻る場合は、 disable 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン モード

グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドは、 デバイス全体に影響を与える機能に適用さ
れま す。 グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン モードを開始するには、 configure 特権 EXEC コ
マン ドを使用しま す。 デフォ ルト では、 管理コ ンソールからコマン ドを入力しま す。

configure コマン ドを入力すると 、 コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドの送信元の入力を要求す
るメ ッ セージが表示さ れま す。

Switch# configure 
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?

コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドの送信元と して、端末または NVRAM のいずれかを指定する
こ と ができま す。

次の例では、 グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン モードにアク セス する方法を示しま す。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 

サポート さ れて いるコマン ドは、 ご使用のソ フト ウェアのバージョ ンによって異なり ま す。 コ
マン ドの包括的なリ スト を表示するには、 プロ ンプト で疑問符 （?） を入力しま す。

Switch(config)# ? 

グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ド  モードを終了して特権 EXEC モードに戻る場合
は、 end コマン ドまたは exit コマン ドを入力するか、 Ctrl+Z を押しま す。

インターフェ イス コ ンフィ ギュレーショ ン モード

インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドは、 インターフェ イスの動作を変更しま
す。 インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドは常に、 インターフェ イス  タ イプを
定義するグローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドの後に続きま す。

インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン モードにアク セス するには、 interface interface-id 
コマン ドを使用しま す。 次の新し いプロ ンプト はインターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン 
モードを示して いま す。

Switch(config-if)#
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CLI コマンド  モード
サポート さ れて いるコマン ドは、 ご使用のソ フト ウェアのバージョ ンによって異なり ま す。 コ
マン ドの包括的なリ スト を表示するには、 プロ ンプト で疑問符 （?） を入力しま す。

Switch(config-if)# ?

インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン モードを終了して グローバル コ ンフィ ギュレー
ショ ン モードに戻る場合は、 exit コマン ドを入力しま す。 インターフェ イス  コ ンフィ ギュレー
ショ ン モードを終了して特権 EXEC モードに戻る場合は、 end コマン ドを入力するか、 Ctrl+Z 
を押しま す。

VLAN コ ンフィ ギュレーショ ン モード

標準範囲 VLAN （VLAN ID 1 ～ 1005） を設定したり 、 VTP モードがト ランスペアレ ント である
と き に拡張範囲 VLAN （VLAN ID 1006 ～ 4094） を設定したり する場合は、 こ のモードを使用
しま す。 VTP モードがト ランスペアレ ント である場合は、 VLAN および VTP 設定は実行コ ン
フィ ギュレーショ ン フ ァイ ルに保存さ れるので、 copy running-config startup-config 特権 
EXEC コマン ドを実行して、 この設定をス イッ チのスタート アッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン 
フ ァイ ルに保存できま す。 VTP がト ランスペアレ ント  モードまたはサーバ モードの場合、
VLAN ID が 1 ～ 1005 の  VLAN 設定は、VLAN データベースに保存さ れま す。拡張範囲 VLAN 
設定は、 VLAN データベースには保存さ れません。

config-vlan モードを開始するには、 vlan vlan-id グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ド
を入力しま す。

Switch(config)# vlan 2000
Switch(config-vlan)# 

サポート さ れるキーワードはさま ざまですが、 VLAN コ ンフィ ギュレーショ ン モードで利用で
き るコマン ドと 似て いま す。 コマン ドの包括的なリ スト を表示するには、 プロ ンプト で疑問符
（?） を入力しま す。

Switch(config-vlan)# ? 

拡張範囲 VLAN については、 MTU サイズ以外のすべての特性はデフォ ルト 設定のままにして
おいてく ださ い。

グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン モードに戻る場合は、 exit を入力しま す。 特権 EXEC モー
ドに戻る場合は、 end を入力しま す。 shutdown 以外のすべてのコマン ドは、 config-vlan モード
を終了したと き に有効になり ま す。

ライン コ ンフィ ギュレーショ ン モード

ラ イン コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドは、 端末ラ インの動作を変更しま す。 ラ イン コ ン
フィ ギュレーショ ン コマン ドは、 常にラ イン番号を定義するラ イン コマン ドの後に来ま す。
端末パラメ ータ設定を ラ インごと 、 あるいはある範囲のラ イン全体で変更するには、 こ のコマ
ン ドを使用しま す。

ラ イン コ ンフィ ギュレーショ ン モードを開始するには、 line vty line_number 
[ending_line_number] コマン ドを使用しま す。 次の新し いプロ ンプト はラ イン コ ンフィ ギュ
レーショ ン モードを示して いま す。 次の例では、仮想端末ラ イン 7 でラ イン コ ンフィ ギュレー
ショ ン モードを開始する方法を示しま す。

Switch(config)# line vty 0 7 
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CLI コマンド  モード
サポート さ れて いるコマン ドは、 ご使用のソ フト ウェアのバージョ ンによって異なり ま す。 コ
マン ドの包括的なリ スト を表示するには、 プロ ンプト で疑問符 （?） を入力しま す。

Switch(config-line)# ? 

ラ イン コ ンフィ ギュレーショ ン モードを終了して グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン モード
に戻る場合は、 exit コマン ドを使用しま す。 ラ イン コ ンフィ ギュレーショ ン モードを終了して
特権 EXEC モードに戻る場合は、 end コマン ドを入力するか、 Ctrl+Z を押しま す。
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スイッ チの Cisco IOS コマンド

aaa accounting dot1x
認証、 許可、 アカ ウンティ ング （AAA） アカ ウンティ ングを イネーブルにして、 IEEE 802.1x 
セッ ショ ンの特定のアカウンティ ング方式を、 回線単位またはインターフェ イス単位で定義する
方式リ スト を作成するには aaa accounting dot1x グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ド
を使用しま す。 IEEE 802.1x アカ ウンティ ングをディ セーブルにするには、 このコマン ドの  no 
形式を使用しま す。

aaa accounting dot1x {name | default} start-stop {broadcast group {name | radius | tacacs+} 
[group {name | radius | tacacs+}...] | group {name | radius | tacacs+} [group {name | radius 
| tacacs+}...]}

no aaa accounting dot1x {name | default}

構文の説明 name サーバ グループ名。 こ れは、 broadcast group および group キーワー
ドの後に入力する場合に使用するオプショ ンです。

default デフォ ルト  リ スト にあるアカ ウンティ ング方式を、 アカ ウンティ ン
グ サービス用に使用しま す。

start-stop プロセスの開始時に start アカ ウンティ ング通知を送信し、 プロセス
の終了時に stop アカ ウンティ ング通知を送信しま す。 start アカ ウン
ティ ング レコードはバッ ク グラ ウン ドで送信さ れま す。 アカ ウン
ティ ング サーバが start アカ ウンティ ング通知を受け取ったかど うか
には関係なく 、 要求さ れたユーザ プロセスが開始さ れま す。

broadcast 複数の  AAA サーバに送信さ れるアカ ウンティ ング レコードを イネー
ブルにして、 アカ ウンティ ング レコードを各グループの 初のサー
バに送信しま す。 初のサーバが利用でき ない場合、 ス イッ チはバッ
ク アッ プ サーバのリ スト を使用して 初のサーバを識別しま す。
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aaa accounting dot1x
デフォルト AAA アカ ウンティ ングはディ セーブルです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 RADIUS サーバへのアク セスが必要です。

インターフェ イスに IEEE 802.1x RADIUS アカ ウンティ ングを設定する前に、 dot1x 
reauthentication インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力するこ と を推奨し
ま す。

例 次の例では、 IEEE 802.1x アカ ウンティ ングを設定する方法を示しま す。

Switch(config)# aaa new-model
Switch(config)# aaa accounting dot1x default start-stop group radius

（注） RADIUS 認証サーバは、 AAA ク ラ イアント から更新パケッ ト やウォッ チドッ グ パケッ ト を受
け入れて記録するよ う、 適切に設定する必要があり ま す。

関連コマンド

group アカ ウンティ ング サービスに使用するサーバ グループを指定しま す。
有効なサーバ グループ名は次のと おり です。

• name ： サーバ グループ名 

• radius ： 全 RADIUS ホスト のリ スト  

• tacacs+ ： 全 TACACS+ ホスト のリ スト  

broadcast group および group キーワードの後に入力する場合、group 
キーワードはオプショ ンです。 オプショ ンの  group キーワード より 多
く のキーワードを入力できま す。

radius （任意） RADIUS 認証を イネーブルにしま す。

tacacs+ （任意） TACACS+ アカ ウンティ ングを イネーブルにしま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

aaa authentication 
dot1x

IEEE 802.1x が動作して いるインターフェ イスで使用する 1 つ以上の  
AAA メ ソ ッ ドを指定しま す。

aaa new-model AAA アク セス  コ ント ロール モデルを イネーブルにしま す。

dot1x reauthentication 定期的な再認証を イネーブルまたはディ セーブルにしま す。

dot1x timeout 
reauth-period

再認証の試行の間隔 （秒） を設定しま す。
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aaa authentication dot1x
aaa authentication dot1x
IEEE 802.1x 認証に準拠するポート で認証、 許可、 アカ ウンティ ング （AAA） メ ソ ッ ドを使用
するよ うに指定するには aaa accounting dot1x グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを
使用しま す。 認証をディ セーブルにするには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

aaa authentication dot1x {default} method1

no aaa authentication dot1x {default}

構文の説明

（注） 他のキーワードがコマン ド ラ インのヘルプ スト リ ングに表示さ れま すが、 サポート さ れて いる
のは default および group radius キーワードだけです。

デフォルト 認証は実行さ れません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン method 引数には、 認証アルゴリ ズ ムがク ラ イアント からのパス ワードを確認するために一定の
順序で試みる方式を指定しま す。 実際に IEEE 802.1x に準拠して いる唯一の方式は、 ク ラ イア
ント  データが RADIUS 認証サーバに対して確認さ れる group radius 方式です。

group radius を指定した場合、radius-server host グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ド
を使用して  RADIUS サーバを設定する必要があり ま す。

設定さ れた認証方式のリ スト を表示するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを使用
しま す。

例 次の例では AAA を イネーブルにして  IEEE 802.1x 準拠の認証リ スト を作成する方法を示しま
す。 こ の認証は、 初に RADIUS サーバと の交信を試みま す。 こ の動作でエラーが返信さ れた
場合、 ユーザはネッ ト ワークへのアク セスが許可さ れません。

Switch(config)# aaa new-model
Switch(config)# aaa authentication dot1x default group radius

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

default この引数の後に続く 、 リ スト さ れた認証方式をロ グイン時のデフォ ルト
の方式と して使用しま す。

method1 認証用にすべての  RADIUS サーバのリ スト を使用するには、 group 
radius キーワードを入力しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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aaa authentication dot1x
関連コマンド コマンド 説明

aaa new-model AAA アク セス  コ ント ロール モデルを イネーブルにしま す。

show running-config 現在の動作設定を表示しま す。
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aaa authorization network
aaa authorization network 
IEEE 802.1x VLAN 割り 当てなどのすべてのネッ ト ワーク関連サービス要求に対してユーザ 
RADIUS 認証を使用するよ うにス イッ チを設定するには、 aaa authorization network グローバ
ル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 RADIUS ユーザ認証をディ セーブルにす
るには、 こ のコマン ドの no 形式を使用しま す。

aaa authorization network default group radius 

no aaa authorization network default

構文の説明

デフォルト 認証はディ セーブルです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ス イッ チが、 デフォ ルト の認証リ スト 内にある RADIUS サーバから  IEEE 802.1x 認証パラメ ー
タを ダウンロードでき るよ うにするには、 aaa authorization network default group radius グ
ローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 認証パラメ ータは、 VLAN 割り 当
てなど、 RADIUS サーバからパラメ ータを取得する機能で使用さ れま す。

設定さ れた認証方式リ スト を表示するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを使用し
ま す。

例 こ の例では、 すべてのネッ ト ワーク関連サービス要求に対してユーザ RADIUS 認証を行 う よ う
ス イッ チを設定する方法を示しま す。

Switch(config)# aaa authorization network default group radius

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

default group 
radius

デフォ ルト の認証リ スト と して、サーバ グループ内のすべての  RADIUS 
ホスト のリ スト を使用しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show running-config 現在の動作設定を表示しま す。
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archive copy-sw
archive copy-sw
特定のスタッ ク  メ ンバ上のフラッ シュ  メ モリ から実行イメ ージを、1 つ以上の別のスタッ ク  メ
ンバ上にあるフ ラッ シュ  メ モリ にコ ピーするには、 スタッ ク  マスター上で archive copy-sw 特
権 EXEC コマン ドを使用しま す。

archive copy-sw [/destination-system destination-stack-member-number] [/force-reload] 
[leave-old-sw] [/no-set-boot] [/overwrite] [/reload] [/safe] source-stack-member-number

（注） こ のコマン ドは、LAN base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チのみでサポート さ
れて いま す。

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 現行のソ フト ウェア イメ ージは、 コ ピーさ れた イメ ージで上書き さ れません。

ソ フト ウェア イメ ージと  HTML フ ァイ ルの両方がコ ピーさ れま す。

新し いイメ ージは flash: フ ァイ ル システ ムにコ ピーさ れま す。

/destination-system 
destination-stack-
member-number

（任意） 実行イメ ージのコ ピー先のメ ンバ番号。 指定でき る範囲は 1 
～ 4 です。

/force-reload （任意） ソ フト ウェア イメ ージのダウンロードが成功した後、 無条件
にシステ ムのリ ロー ドを強制しま す。

/leave-old-sw （任意） ダウンロードが成功した後、 古いソ フト ウェア バージョ ンを
保存しま す。

/no-set-boot （任意） 新し いソ フト ウェア イメ ージのダウンロードが成功した後、
BOOT 環境変数の設定は新し いソ フト ウェア イメ ージを示すよ うに
変更さ れません。

/overwrite （任意） ダウンロードさ れたソ フト ウェア イメ ージで、 フ ラッ シュ  メ
モリ のソ フト ウェア イメ ージを上書き しま す。

/reload （任意） 変更さ れた設定が保存さ れて いない場合を除き、 イメ ージを
ダウンロードした後でシステ ムを リ ロー ドしま す。

/safe （任意） 現在のソ フト ウェア イメ ージを保存しま す。 新し いイメ ージ
がダウンロードさ れるまでは、 新し いソ フト ウェア イメ ージ用の領
域を作る目的で現在のソ フト ウェア イメ ージを削除しません。 ダウ
ンロード終了後に現在の イメ ージが削除さ れま す。

source-stack-member-
number

実行イメ ージのコ ピー元のメ ンバ番号。 指定でき る範囲は 1 ～ 4 で
す。

リ リース 変更内容

12.2(53)SE1 このコマン ドが追加さ れま した。 
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BOOT 環境変数は、 flash: フ ァイ ル システ ムの新し いソ フト ウェア イメ ージを示すよ う変更さ
れま す。

イメ ージ名では大文字と 小文字が区別さ れま す。 イメ ージ フ ァイ ルは tar フォーマッ ト で提供
さ れま す。

（注） archive copy-sw 特権 EXEC コマン ドを正し く 使用するには、 追加さ れるスタッ ク  メ ンバ ス
イッ チおよびマスターの両方のイメ ージを  TFTP サーバから ダウンロードしておく 必要があり
ま す。 ダウンロードを実行するには、 archive download-sw 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

互換性のないソ フト ウェアが搭載さ れたス イッ チにコ ピーさ れるイメ ージは、 少なく と も  1 つ
のメ ンバで実行して いる必要があり ま す。

アッ プグレードする各メ ンバのコマン ドで /destination-system destination-stack-member-number 
のオプショ ンを繰り 返すこ と で、 複数の具体的なメ ンバにイメ ージをコ ピーできま す。
destination-stack-member-number を指定し なかった場合は、 デフォ ルト 設定で、 実行中のイメ ー
ジ フ ァイ ルがすべてのメ ンバにコ ピーさ れま す。

/safe または /leave-old-sw オプショ ンを使用した場合に、 十分なフ ラッ シュ  メ モリ がないと 、
新し いイメ ージのコ ピーに失敗する場合があり ま す。 ソ フト ウェアを残すこ と によってフ ラッ
シュ  メ モリ の空き容量が不足し、 新し いイメ ージが入り き らなかった場合にエラーが発生しま
す。

/leave-old-sw オプショ ンを使用したために、 新し いイメ ージをコ ピーしても古いイメ ージが上
書き さ れなかった場合、 delete 特権 EXEC コマン ドを使用して古いイメ ージを削除できま す。
詳細については、 「delete」 （2 - 129 ページ） の項を参照してく ださ い。

フ ラッ シュ  デバイスのイメ ージを、 コ ピーさ れた イメ ージで上書き する場合は、 /overwrite オ
プショ ンを使用しま す。

/overwrite オプショ ンなしでこ のコマン ドを指定した場合は、 新し いイメ ージが、 ス イッ チ フ
ラッ シュ  デバイス上のイメ ージと 同じでないこ と や、 いずれのメ ンバでも実行中ではないこ と
が、 アルゴリ ズ ムによって確認さ れま す。 イメ ージが同じである場合には、 コ ピーは行われま
せん。 イメ ージが異なって いる場合、 古いイメ ージは削除さ れ、 新し いイメ ージがコ ピーさ れ
ま す。

新し いイメ ージをコ ピーした後で、 reload 特権 EXEC コマン ドを入力して新し いイメ ージの使
用を開始するか、 または archive copy-sw コマン ドで /reload か  /force-reload オプショ ンを指定
してく ださ い。

source-stack-member-number オプショ ンを使用する場合、 次のオプショ ンを  1 つ以上入力でき
ま す。

• /destination-system destination-stack-member-number

• /force-reload

• /leave-old-sw

• /no-set-boot

• /overwrite

• /reload

• /safe 

こ れより も前にあるいずれかのオプショ ンの前に source-stack-member-number オプショ ンを入
力する場合は、 archive copy-sw source-stack-member-number コマン ドだけを入力できま す。

次の例では、 archive copy-sw コマン ドを入力する方法を示しま す。
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• 実行イメ ージをメ ンバから別のメ ンバにコ ピーして、 2 つめのメ ンバのフ ラッ シュ  メ モリ
のソ フト ウェア イメ ージ （すでに存在する場合） を、 コ ピーした イメ ージで上書き するに
は、 archive copy-sw /destination destination-stack-member-number /overwrite 
source-stack-member-number コマン ドを入力しま す。

• 実行イメ ージをメ ンバから別のメ ンバにコ ピーして、 現在のソ フト ウェア イメ ージを保持
し ながら イメ ージのコ ピー後にシステ ムを リ ロー ドするには、 archive copy-sw/destination 
destination-stack-member-number/safe/reload source-stack-member-number コマン ドを入力し
ま す。

例 次の例では、 スタッ ク  メ ンバ 6 から実行イメ ージをメ ンバ 8 にコ ピーする方法を示しま す。

Switch# archive copy-sw /destination-system 8 6

次の例では、 メ ンバ 6 から実行イメ ージを他のすべてのメ ンバにコ ピーする方法を示しま す。

Switch# archive copy-sw 6

次の例では、 メ ンバ 5 から実行イメ ージをメ ンバ 7 にコ ピーする方法を示しま す。 2 つめのメ
ンバのフラッ シュ  メ モリ にコ ピー対象のイメ ージがすでに存在する場合は、 コ ピーさ れた イ
メ ージで上書き さ れま す。 イメ ージがコ ピーさ れた後、 システ ムはリ ロー ドさ れま す。

Switch# archive copy-sw /destination-system 7 /overwrite /force-reload 5

関連コマンド コマンド 説明

archive download-sw TFTP サーバからス イッ チに新し いイメ ージを ダウンロードしま す。

archive tar tar フ ァイ ルを作成し、 tar フ ァイ ル内のフ ァイ ルを一覧表示し、 tar 
フ ァイ ルからフ ァイ ルを抽出しま す。

archive upload-sw ス イッ チの既存の イメ ージをサーバにアッ プロードしま す。

delete フ ラッ シュ  メ モリ  デバイスのフ ァイ ルまたはディ レク ト リ を削除し
ま す。
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新し いイメ ージを  TFTP サーバからス イッ チまたはス イッ チ スタッ ク にダウンロードして、 既
存のイメ ージを上書きまたは保持するには、 archive download-sw 特権 EXEC コマン ドを使用
しま す。

archive download-sw {/directory | /force-reload | /imageonly | /leave-old-sw | /no-set-boot | 
/no-version-check | /destination-system stack-member-number | /only-system-type 
system-type | /overwrite | /reload | /safe} source-url

構文の説明 /directory イメ ージのディ レク ト リ を指定しま す。

/force-reload ソ フト ウェア イメ ージのダウンロードが成功した後で無条件にシ
ステ ムのリ ロー ドを強制しま す。

/imageonly ソ フト ウェア イメ ージだけを ダウンロードし、 組み込みデバイス  
マネージャ に関連する HTML フ ァイ ルはダウンロードしません。
既存のバージョ ンの  HTML フ ァイ ルは、 既存のバージョ ンが上書
きまたは削除さ れて いる場合にだけ削除さ れま す。

/leave-old-sw ダウンロードに成功した後で古いソ フト ウェア バージョ ンを保存
しま す。

/no-set-boot 新し いソ フト ウェア イメ ージのダウンロードに成功した後に、
BOOT 環境変数の設定が新し いソ フト ウェア イメ ージを指定するよ
うに変更さ れません。

/no-version-check そのバージョ ンのス イッ チ上で動作中の イメ ージと の互換性を確認
せずに、 ソ フト ウェア イメ ージを ダウンロードしま す。 ス イッ チ 
スタッ ク では、 イメ ージ上およびスタッ ク上のスタッ ク  プロト コ
ル バージョ ンの互換性を確認せずに、 ソ フト ウェア イメ ージを ダ
ウンロードしま す。 スタッ ク構成をサポート して いるのは、 LAN 
Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チだけです。

/destination-system 
stack-member-number

アッ プグレードする特定のメ ンバを指定しま す。 指定でき る範囲は 
1 ～ 4 です。

/only-system-type 
system-type

アッ プグレードする特定のシステ ム タ イプを指定しま す。 指定で
き る範囲は 0 ～ FFFFFFFF です。

/overwrite ダウンロードさ れた イメ ージで、 フ ラッ シュ  メ モリ のソ フト ウェ
ア イメ ージを上書き しま す。

/reload 変更さ れた設定が保存さ れて いない場合を除き、 イメ ージのダウン
ロードに成功した後でシステ ムを リ ロー ドしま す。

/safe 現在のソ フト ウェア イメ ージを保存しま す。 新し いイメ ージがダ
ウンロードさ れるまでは、 新し いソ フト ウェア イメ ージ用の領域
を作る目的で現在のソ フト ウェア イメ ージを削除しません。 ダウ
ンロード終了後に現在の イメ ージが削除さ れま す。
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デフォルト 現行のソ フト ウェア イメ ージは、 ダウンロードさ れた イメ ージで上書き さ れません。

ソ フト ウェア イメ ージと  HTML フ ァイ ルの両方がダウンロードさ れま す。

新し いイメ ージは flash: フ ァイ ル システ ムにダウンロードさ れま す。

BOOT 環境変数は、 flash: フ ァイ ル システ ムの新し いソ フト ウェア イメ ージを示すよ う変更さ
れま す。

イメ ージ名では大文字と 小文字が区別さ れま す。 イメ ージ フ ァイ ルは tar フォーマッ ト で提供
さ れま す。

ダウンロードするイメ ージのスタッ ク  プロト コ ル バージョ ンの互換性は、 スタッ クのバー
ジョ ンと 検査さ れま す。

コマンド  モード 特権 EXEC

source-url ローカ ルまたはネッ ト ワーク  フ ァイ ル システ ム用の送信元 URL エ
イリ アス。 次のオプショ ンがサポート さ れて いま す。

• セカンダリ  ブート ローダ （BS1） の構文 ：
bs1:

• スタ ン ドアロ ン ス イッ チまたはマスター上のローカ ル フ ラッ
シュ  フ ァイ ル システ ムの構文 ：
flash:

メ ンバ上のローカ ル フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムの構文 ：
flash member number:

（注） スタッ ク構成がサポート さ れて いるのは、 Catalyst 
2960-S ス イッ チだけです。

• FTP の構文 ：
ftp:[[//username[:password]@location]/directory]/image-name.tar

• HTTP サーバの構文 ：
http://[[username:password]@]{hostname | 
host-ip}[/directory]/image-name.tar

• セキュ ア HTTP サーバの構文 ：
https://[[username:password]@]{hostname | 
host-ip}[/directory]/image-name.tar

• Remote Copy Protocol （RCP） の構文 ：
rcp:[[//username@location]/directory]/image-name.tar

• TFTP の構文 ：
tftp:[[//location]/directory]/image-name.tar

image-name.tar は、 ス イッ チにダウンロードし、 インスト ールする
ソ フト ウェア イメ ージです。
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コマンド 履歴

使用上のガイド ライン /imageonly オプショ ンは、 既存のイメ ージが削除または置き換えら れて いる場合に、 既存のイ
メ ージの  HTML フ ァイ ルを削除しま す。 （HTML フ ァイ ルのない） Cisco IOS イメ ージだけがダ
ウンロードさ れま す。

/safe または /leave-old-sw オプショ ンを指定すると 、 十分なフラッ シュ  メ モリ がない場合には
新し いイメ ージのダウンロードが行われないよ うにするこ と ができま す。 ソ フト ウェアを残す
こ と によってフ ラッ シュ  メ モリ の空き容量が不足し、 新し いイメ ージが入り き らなかった場合
に、 エラーが発生しま す。

/leave-old-sw オプショ ンを使用し、 新し いイメ ージを ダウンロードしたと き に古いイメ ージが
上書き さ れなかった場合、 delete 特権 EXEC コマン ドを使用して古いイメ ージを削除するこ と
ができま す。 詳細については、 「delete」 （2-129 ページ） の項を参照してく ださ い。

スタッ ク に存在して いるバージョ ンと は異なるスタッ ク  プロト コ ルのバージョ ンの イメ ージを
ダウンロードする場合は、 /no-version-check オプショ ンを使用しま す。 こ のオプショ ンを使用
する場合は /destination-system オプショ ンを使用し、 イメ ージでアッ プグレードする具体的な
メ ンバを指定してく ださ い。

（注） スタッ ク構成をサポート して いるのは、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス
イッ チだけです。

（注） /no-version-check オプショ ンの使用には注意が必要です。 同一のスタッ ク にするためには、 マ
スターを含め、 すべてのメ ンバで、 スタッ ク  プロト コ ルのバージョ ンが同一である必要があり
ま す。 こ のオプショ ンを指定すると 、 初にスタッ ク  プロト コ ルのバージョ ンと 、 スタッ クの
バージョ ンの互換性を確認するこ と なく 、 イメ ージを ダウンロードできま す。

アッ プグレードするスタッ ク  メ ンバごと のコマン ドで /destination-system オプショ ンを繰り 返
すこ と で、 複数のスタッ ク  メ ンバを指定し、 アッ プグレードできま す。

フ ラッ シュ  デバイスのイメ ージを ダウンロードさ れた イメ ージで上書き する場合は、
/overwrite オプショ ンを使用しま す。

/overwrite オプショ ンなしでこ のコマン ドを指定する場合、 ダウンロード  アルゴリ ズ ムは、 新
し いイメ ージが、 ス イッ チ フ ラッ シュ  デバイスのイメ ージ、 またはスタッ ク  メ ンバで実行中
のものと 同じではないこ と を確認しま す。 イメ ージが同じである場合は、 ダウンロードは行わ
れません。 イメ ージが異なって いる場合、 古いイメ ージは削除さ れ、 新し いイメ ージがダウン
ロードさ れま す。

新し いイメ ージを ダウンロードした後で、 reload 特権 EXEC コマン ドを入力して新し いイメ ー
ジの使用を開始するか、 または archive download-sw コマン ドの  /reload オプショ ンか  
/force-reload オプショ ンを指定してく ださ い。

例 次の例では、 172.20.129.10 の  TFTP サーバから新し いイメ ージを ダウンロードし、 ス イッ チで
イメ ージを上書き する方法を示しま す。

Switch# archive download-sw /overwrite tftp://172.20.129.10/test-image.tar 

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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次の例では、 172.20.129.10 の  TFTP サーバからソ フト ウェア イメ ージだけをス イッ チにダウン
ロードする方法を示しま す。

Switch# archive download-sw /imageonly tftp://172.20.129.10/test-image.tar 

次の例では、 ダウンロードに成功した後で古いソ フト ウェア バージョ ンを保存する方法を示し
ま す。

Switch# archive download-sw /leave-old-sw tftp://172.20.129.10/test-image.tar 

次の例では、 スタッ ク  メ ンバ 6 および 8 を アッ プグレードする方法を示しま す。

Switch# archive download-sw /imageonly /destination-system 6 /destination-system 8 
tftp://172.20.129.10/test-image.tar

関連コマンド コマンド 説明

archive tar tar フ ァイ ルを作成し、 tar フ ァイ ル内のフ ァイ ルを一覧表示し、 tar 
フ ァイ ルからフ ァイ ルを抽出しま す。

archive upload-sw ス イッ チの既存の イメ ージをサーバにアッ プロードしま す。

delete フ ラッ シュ  メ モリ  デバイスのフ ァイ ルまたはディ レク ト リ を削除し
ま す。
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archive tar 特権 EXEC コマン ドを使用して、 tar フ ァイ ルの作成、 tar フ ァイ ル内のフ ァイ ルの
一覧表示、 または tar フ ァイ ルからのフ ァイ ルの抽出を行いま す。

archive tar {/create destination-url flash:/file-url} | {/table source-url} | {/xtract source-url 
flash:/file-url [dir/file...]}

構文の説明 /create destination-url 
flash:/file-url

ローカ ルまたはネッ ト ワーク  フ ァイ ル システ ムに新し い tar フ ァ
イ ルを作成しま す。

destination-url には、 ローカ ルまたはネッ ト ワーク  フ ァイ ル システ
ムの宛先 URL エイリ アス および作成する tar フ ァイ ルの名前を指
定しま す。 次のオプショ ンがサポート さ れて いま す。

• ローカ ル フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムの構文 ：
flash:

• FTP の構文 ：
ftp:[[//username[:password]@location]/directory]/tar-filename.tar

• HTTP サーバの構文 ：
http://[[username:password]@]{hostname | 
host-ip}[/directory]/image-name.tar

• セキュ ア HTTP サーバの構文 ：
https://[[username:password]@]{hostname | 
host-ip}[/directory]/image-name.tar

• Remote Copy Protocol （RCP） の構文 ：
rcp:[[//username@location]/directory]/tar-filename.tar

• TFTP の構文 ： tftp:[[//location]/directory]/tar-filename.tar

tar-filename.tar は、 作成する tar フ ァイ ルです。

flash:/file-url には、 新し い tar フ ァイ ルが作成さ れるローカ ル フ
ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムの場所を指定しま す。

送信元ディ レク ト リ 内のフ ァイ ルまたはディ レク ト リ のオプショ
ンのリ スト を指定して、 新し い tar フ ァイ ルに書き込むこ と ができ
ま す。 何も指定し ないと 、 このレベルのすべてのフ ァイ ルおよび
ディ レク ト リ が、 新し く 作成さ れた  tar フ ァイ ルに書き込ま れま
す。
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デフォルト デフォ ルト 設定はあり ません。

/table source-url 既存の  tar フ ァイ ルの内容を画面に表示しま す。

source-url には、 ローカ ル フ ァイ ル システ ムまたはネッ ト ワーク  
フ ァイ ル システ ムの送信元 URL エイリ アスを指定しま す。 次のオ
プショ ンがサポート さ れて いま す。

• ローカ ル フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムの構文 ：
flash: 

• FTP の構文 ：
ftp:[[//username[:password]@location]/directory]/tar-filename.tar

• HTTP サーバの構文 ：
http://[[username:password]@]{hostname | 
host-ip}[/directory]/image-name.tar

• セキュ ア HTTP サーバの構文 ：
https://[[username:password]@]{hostname | 
host-ip}[/directory]/image-name.tar

• RCP の構文 ：
rcp:[[//username@location]/directory]/tar-filename.tar

• TFTP の構文 ： tftp:[[//location]/directory]/tar-filename.tar

tar-filename.tar は、 表示する tar フ ァイ ルです。

/xtract source-url 
flash:/file-url [dir/file...]

tar フ ァイ ルからローカ ル フ ァイ ル システ ムにフ ァイ ルを抽出しま
す。

source-url には、 ローカ ル フ ァイ ル システ ムの送信元 URL エイリ
アスを指定しま す。 次のオプショ ンがサポート さ れて いま す。

• ローカ ル フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムの構文 ：
flash: 

• FTP の構文 ：
ftp:[[//username[:password]@location]/directory]/tar-filename.tar

• HTTP サーバの構文 ：
http://[[username:password]@]{hostname | 
host-ip}[/directory]/image-name.tar

• セキュ ア HTTP サーバの構文 ：
https://[[username:password]@]{hostname | 
host-ip}[/directory]/image-name.tar

• RCP の構文 ：
rcp:[[//username@location]/directory]/tar-filename.tar

• TFTP の構文 ： tftp:[[//location]/directory]/tar-filename.tar

tar-filename.tar は、 抽出さ れる tar フ ァイ ルです。

flash:/file-url [dir/file...] には、 tar フ ァイ ルが抽出さ れるローカ ル 
フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムの場所を指定しま す。 tar フ ァイ ルか
ら抽出さ れるフ ァイ ルまたはディ レク ト リ のオプショ ン リ スト を
指定するには、 dir/file... オプショ ンを使用しま す。 何も指定さ れ
ないと 、 すべてのフ ァイ ルと ディ レク ト リ が抽出さ れま す。
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コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン フ ァイ ル名およびディ レク ト リ 名は、 大文字と 小文字を区別しま す。

イメ ージ名では、 大文字と 小文字が区別さ れま す。

例 次の例では、 tar フ ァイ ルを作成する方法を示しま す。 こ のコマン ドはローカ ル フ ラッ シュ  デ
バイスの new-configs ディ レク ト リ の内容を、 172.20.10.30 の  TFTP サーバの saved.tar と いう名
前のフ ァイ ルに書き込みま す。

Switch# archive tar /create tftp:172.20.10.30/saved.tar flash:/new_configs

次の例では、 フ ラッ シュ  メ モリ に含ま れるフ ァイ ルの内容を表示する方法を示しま す。 tar 
フ ァイ ルの内容が画面に表示さ れま す。

Switch# archive tar /table flash:c2960-lanbase-tar.12-25.FX.tar
info (219 bytes)

c2960-lanbase-mz.12-25.FX/ (directory)
c2960-lanbase-mz.12-25.FX (610856 bytes)
c2960-lanbase-mz.12-25.FX/info (219 bytes)
info.ver (219 bytes)

次の例では、 /html ディ レク ト リ およびその内容だけを表示する方法を示しま す。

flash:c2960-lanbase-mz.12-25.FX.tar c2960-lanbase-mz.12-25.FX/html
c2960-lanbase-mz.12-25.FX/html/ (directory)
c2960-lanbase-mz.12-25.FX/html/const.htm (556 bytes)
c2960-lanbase-mz.12-25.FX/html/xhome.htm (9373 bytes)
c2960-lanbase-mz.12-25.FX/html/menu.css (1654 bytes)
<output truncated>

次の例では、 172.20.10.30 のサーバにある tar フ ァイ ルの内容を抽出する方法を示しま す。 こ こ
では、 ローカ ル フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムの ルート  ディ レク ト リ に単に new-configs ディ レ
ク ト リ を抽出して いま す。 saved.tar フ ァイ ルの残り のフ ァイ ルは無視さ れま す。

Switch# archive tar /xtract tftp://172.20.10.30/saved.tar flash:/new-configs

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

archive copy-sw あるスタッ ク  メ ンバのフ ラッ シュ  メ モリ から実行イメ ージを、別の  1 
つ以上のスタッ ク  メ ンバ上のフ ラッ シュ  メ モリ にコ ピーしま す。

archive download-sw TFTP サーバからス イッ チに新し いイメ ージを ダウンロードしま す。

archive upload-sw ス イッ チの既存の イメ ージをサーバにアッ プロードしま す。
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archive upload-sw
archive upload-sw 特権 EXEC コマン ドを使用して、既存のス イッ チ イメ ージをサーバにアッ プ
ロードしま す。

archive upload-sw [/source-system-num stack member number | /version version_string] 
destination-url

構文の説明

デフォルト フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムから現在稼働中のイメ ージを アッ プロードしま す。

コマンド  モード 特権 EXEC

/source-system-num 
stack member number

アッ プロードするイメ ージを持った特定のスタッ ク  メ ンバを指定し
ま す。 スタッ ク構成をサポート して いるのは、 LAN Base イメ ージを
実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チだけです。

/version version_string （任意） アッ プロードするイメ ージの特定バージョ ン文字列を指定し
ま す。

destination-url ローカ ルまたはネッ ト ワーク  フ ァイ ル システ ムの宛先 URL エイリ
アスです。 次のオプショ ンがサポート さ れて いま す。

• スタ ン ドアロ ン ス イッ チまたはスタッ ク  マスター上のローカ ル 
フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムの構文 ：
flash:

スタッ ク  メ ンバ上のローカ ル フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムの構
文 ：
flash member number:

• FTP の構文 ：
ftp:[[//username[:password]@location]/directory]/image-name.tar

• HTTP サーバの構文 ：
http://[[username:password]@]{hostname | 
host-ip}[/directory]/image-name.tar

• セキュ ア HTTP サーバの構文 ：
https://[[username:password]@]{hostname | 
host-ip}[/directory]/image-name.tar

• Secure Copy Protocol （SCP） の構文 ：
scp:[[//username@location]/directory]/image-name.tar

• Remote Copy Protocol （RCP） の構文 ：
rcp:[[//username@location]/directory]/image-name.tar

• TFTP の構文 ：
tftp:[[//location]/directory]/image-name.tar

image-name.tar は、 サーバに保存するソ フト ウェア イメ ージの名前
です。
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コマンド 履歴

使用上のガイド ライン /version オプショ ンを使用するためには、 /source-system-num オプショ ンを指定する必要があ
り ま す。 こ れらのオプショ ンを同時に使用するこ と で、 指定のスタッ ク  メ ンバの特定のイメ ー
ジ （実行イメ ージではない） を アッ プロードできま す。

組み込みデバイス  マネージャ に関連付けら れて いる HTML フ ァイ ルが既存の イメ ージと と も
にインスト ールさ れて いる場合にだけ、 アッ プロード機能を使用しま す。

フ ァイ ルは、 Cisco IOS イメ ージ、 HTML フ ァイ ル、 info の順序でアッ プロードさ れま す。 こ れ
らのフ ァイ ルがアッ プロードさ れると 、 ソ フト ウェアは tar フ ァイ ルを作成しま す。

イメ ージ名では、 大文字と 小文字が区別さ れま す。

例 次の例では、 スタッ ク  メ ンバ 3 で現在実行中の イメ ージを、 172.20.140.2 の  TFTP サーバへ
アッ プロードする方法を示しま す。

Switch# archive upload-sw/source-system-num 3tftp://172.20.140.2/test-image.tar 

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

archive copy-sw あるスタッ ク  メ ンバのフ ラッ シュ  メ モリ から実行イメ ージを、別の  1 
つ以上のスタッ ク  メ ンバ上のフ ラッ シュ  メ モリ にコ ピーしま す。

archive download-sw 新し いイメ ージをス イッ チにダウンロードしま す。

archive tar tar フ ァイ ルを作成し、 tar フ ァイ ル内のフ ァイ ルを一覧表示し、 tar 
フ ァイ ルからフ ァイ ルを抽出しま す。
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arp access-list
アドレス解決プロト コ ル （ARP） アク セス  コ ント ロール リ スト （ACL） を定義する場合、 ま
たは以前定義したリ スト の 後にコマン ドを追加する場合は、 arp access-list グローバル コ ン
フィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。指定さ れた  ARP アク セス  リ スト を削除するには、
こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

arp access-list acl-name

no arp access-list acl-name

構文の説明

デフォルト ARP アク セス  リ スト は定義さ れて いません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン arp access-list コマン ドを入力すると 、 ARP アク セス  リ スト  コ ンフィ ギュレーショ ン モードに
入り 、 次のコ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドが使用可能になり ま す。

• default ： コ マン ドをデフォ ルト 設定に戻しま す。

• deny ： パケッ ト を拒否するよ うに指定しま す。 詳細については、 「deny （ARP アク セス  リ
スト  コ ンフィ ギュレーショ ン）」 （2-132 ページ） の項を参照してく ださ い。

• exit ： ARP アク セス  リ スト  コ ンフィ ギュレーショ ン モードを終了しま す。

• no ： コ マン ドを無効にするか、 デフォ ルト 設定に戻しま す。

• permit ： パケッ ト を転送するよ うに指定しま す。 詳細については、 「permit （ARP アク セス  
リ スト  コ ンフィ ギュレーショ ン）」 （2-414 ページ） の項を参照してく ださ い。

指定さ れた一致条件に基づいて  ARP パケッ ト を転送またはドロッ プするには、 permit または 
deny アク セス  リ スト  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。

ARP ACL が定義さ れると 、 ip arp inspection filter vlan グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コ
マン ドを使用して  VLAN に ARP ACL を適用できま す。 IP/MAC アドレス  バインディ ングだけ
を含む ARP パケッ ト が ACL と 比較さ れま す。 それ以外のすべてのパケッ ト  タ イプは、 検証さ
れずに、 入力 VLAN 内でブリ ッ ジングさ れま す。 ACL がパケッ ト を許可すると 、 ス イッ チが
パケッ ト を転送しま す。 明示的拒否ステート メ ント によって  ACL がパケッ ト を拒否すると 、
ス イッ チがパケッ ト を ドロッ プしま す。 暗黙拒否ステート メ ント によって  ACL がパケッ ト を
拒否すると 、 ス イッ チはパケッ ト を  DHCP バインディ ングのリ スト と 比較しま す。 ただし、
ACL がスタティ ッ ク （パケッ ト がバインディ ングと 比較さ れない） である場合を除きま す。

acl-name ACL の名前

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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例 次の例では、 ARP アク セス  リ スト を定義し、 IP アドレスが 1.1.1.1 で MAC アドレスが 
0000.0000.abcd のホスト からの  ARP 要求と  ARP 応答の両方を許可する方法を示しま す。

Switch(config)# arp access-list static-hosts
Switch(config-arp-nacl)# permit ip host 1.1.1.1 mac host 00001.0000.abcd
Switch(config-arp-nacl)# end

設定を確認するには、 show arp access-list 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

deny （ARP アク セス  
リ スト  コ ンフィ ギュ
レーショ ン）

DHCP バインディ ングと の比較によ る一致に基づいて  ARP パケッ ト
を拒否しま す。

ip arp inspection filter 
vlan

スタティ ッ ク  IP アドレスで設定さ れたホスト からの  ARP 要求および
応答を許可しま す。

permit （ARP アク セ
ス  リ スト  コ ンフィ
ギュレーショ ン）

DHCP バインディ ングと の比較によ る一致に基づいて  ARP パケッ ト
を許可しま す。

show arp access-list ARP アク セス  リ スト に関する詳細を表示しま す。
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authentication command bounce-port ignore
ス イッ チがポート を一時的にディ セーブルにするコマン ドを無視でき るよ うにするには、 ス
イッ チ スタッ クまたはスタ ン ドアロ ン ス イッ チ上で authentication command bounce-port 
ignore グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト のステータス
に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

authentication command bounce-port ignore

no authentication command bounce-port ignore

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明 こ のコマン ドには引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト こ のス イッ チは、 RADIUS 認可変更 （CoA） bounce port コマン ドを受け入れま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン CoA bounce port コマン ドによって リ ンク  フ ラッ プが発生し、 ホスト からの  DHCP 再ネゴシ
エーショ ンが作動しま す。 こ れは VLAN 変更が発生した場合に有益であり 、 エン ドポイント
は、変更を検出するサプリ カント を持たないプリ ンタなどのデバイスです。 ス イッ チが bounce 
port コマン ドを無視するよ うに設定するには、 こ のコマン ドを使用しま す。

例 次の例では、 ス イッ チが CoA bounce port コマン ドを無視するよ うに設定する方法を示しま す。

Switch(config)# authentication command bounce-port ignore

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(52)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド  説明

authentication command 
disable-port ignore

ス イッ チが CoA disable port コマン ドを無視するよ うに設定し
ま す。
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authentication command disable-port ignore
ス イッ チがポート をディ セーブルにするコマン ドを無視でき るよ うにするには、 ス イッ チ ス
タッ クまたはスタ ン ドアロ ン ス イッ チ上で authentication command disable-port ignore グロー
バル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト のステータスに戻すには、
こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

authentication command disable-port ignore

no authentication command disable-port ignore

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト こ のス イッ チは、 RADIUS 認可変更 （CoA） disable port コマン ドを受け入れま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン CoA disable port コマン ドはセッ ショ ンをホスティ ングするポート を管理上シャッ ト ダウンし、
セッ ショ ンを終了させま す。 ス イッ チがこ のコマン ドを無視するよ うに設定するには、 こ のコ
マン ドを使用しま す。

例 次の例では、 ス イッ チが CoA disable port コマン ドを無視するよ うに設定する方法を示しま す。

Switch(config)# authentication command disable-port ignore

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(52)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド  説明

authentication command 
bounce-port ignore

ス イッ チが CoA bounce port コマン ドを無視するよ うに設定し
ま す。
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authentication control-direction
authentication control-direction インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用し
て、 ポート  モードを単一方向または双方向に設定しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコ
マン ドの  no 形式を使用しま す。

authentication control-direction {both | in}

no authentication control-direction

構文の説明

デフォルト ポート は双方向モードに設定さ れて いま す。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン デフォ ルト 設定 （双方向モード） に戻すには、 こ のコマン ドの  both キーワードまたは no 形式
を使用しま す。

例 次の例では、 双方向モードを イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config-if)# authentication control-direction both

次の例では、 単一方向モードを イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config-if)# authentication control-direction in

show authentication 特権 EXEC コマン ドを入力するこ と により 、 設定を確認できま す。

関連コマンド

both ポート の双方向制御を イネーブルにしま す。 ポート は、 ホスト にパケッ
ト を送受信できません。

in ポート の単一方向制御を イネーブルにしま す。 ポート は、 ホスト にパ
ケッ ト を送信できま すが、 受信はできません。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

authentication event 特定の認証イベント のアクショ ンを設定しま す。

authentication 
fallback

IEEE 802.1x 認証をサポート し ないク ラ イアント 用のフォールバッ ク
方式と して  Web 認証を使用するよ うポート を設定しま す。

authentication 
host-mode

ポート で認証マネージャ  モードを設定しま す。
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authentication open ポート でオープン アク セスを イネーブルまたはディ セーブルにしま
す。

authentication order ポート で使用する認証方式の順序を設定しま す。

authentication 
periodic

ポート の再認証を イネーブルまたはディ セーブルにしま す。

authentication 
port-control

ポート の認証ステート の手動制御を イネーブルにしま す。

authentication 
priority

ポート  プラ イオリ ティ  リ スト に認証方式を追加しま す。

authentication timer 802.1x 対応ポート のタ イ ムアウト  パラメ ータと 再認証パラメ ータを設
定しま す。

authentication 
violation

新し いデバイスがポート に接続するか、 ポート にすでに 大数のデバ
イスが接続して いると き に、 新し いデバイスがポート に接続した場合
に発生する違反モードを設定しま す。

show authentication ス イッ チの認証マネージャ  イベント に関する情報を表示しま す。

コマンド 説明
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authentication event
ポート に特定の認証イベント のアクショ ンを設定するには、 authentication event インターフェ
イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマ
ン ドの  no 形式を使用しま す。

authentication event {fail [retry retry count] action {authorize vlan vlan-id | next-method}} | 
{no-response action authorize vlan vlan-id} | {server {alive action reinitialize} | {dead 
action {authorize {vlan vlan-id | voice} | reinitialize vlan vlan-id}} 

no authentication event {fail | no-response | {server {alive} | {dead [action {authorize {vlan 
vlan-id | voice} | reinitialize vlan}] }

構文の説明

デフォルト イベント 応答はポート に設定さ れません。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

action 認証イベント の必須アク ショ ンを設定しま す。

alive 認証、 認可、 アカ ウンティ ング （AAA） サーバ稼働アクショ ンを設
定しま す。

authorize ポート 上の VLAN を許可しま す。

dead AAA サーバ停止アクショ ンを設定しま す。

fail 失敗認証のパラメ ータを設定しま す。

next-method 次の認証方式に移動しま す。

no-response 非応答ホスト  アク ショ ンを設定しま す。

reinitialize すべての認証済みク ラ イアント を再初期化しま す。

retry 失敗認証後の再試行を イネーブルにしま す。

retry count 0 ～ 5 の再試行の回数です。

server AAA サーバ イベント のアクショ ンを設定しま す。

vlan 認証失敗 VLAN を指定しま す。

vlan-id 1 ～ 4094 の  VLAN ID 番号です。

voice ホスト からのト ラフィ ッ ク が音声 VLAN と タ グ付けさ れて いる場合、
デバイスをポート で設定さ れた音声 VLAN に配置するこ と を指定し
ま す。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(52)SE reinitialize キーワードが追加さ れま した。

12.2(53)SE2 このコマン ドが追加さ れま した。 
15.0(1)SE voice キーワードが追加さ れま した。
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使用上のガイド ライン こ のコマン ドに fail、 no-response、 または event キーワードを付けて使用して、 特定のアク
ショ ンのス イッ チ応答を設定しま す。

authentication-fail イベント の場合 ：

• サプリ カント が認証に失敗すると 、 ポート は制限 VLAN に移動さ れ、 EAP 成功メ ッ セージ
がサプリ カント に送信さ れま す。 こ れは、 サプリ カント には実際の認証の失敗が通知さ れ
ないためです。

– EAP の成功メ ッ セージが送信さ れない場合、 サプリ カント は 60 秒ごと （デフォ ルト ）
に EAP 開始メ ッ セージを送信して認証を行おうと しま す。

– 一部のホスト （たと えば、 Windows XP を実行中のデバイス） は、 EAP の成功メ ッ セー
ジを受け取るまで DHCP を実装できません。

制限 VLAN は、 シングルホスト  モード （デフォ ルト のポート  モード） でだけサポート さ
れま す。ポート が制限 VLAN に配置さ れると 、サプリ カント の  MAC アドレスが MAC アド
レス  テーブルに追加さ れま す。 ポート 上の他の  MAC アドレスはすべてセキュ リ ティ 違反
と して扱われま す。

• レ イヤ 3 ポート の内部 VLAN を制限 VLAN と して設定するこ と はできません。同じ  VLAN 
を制限 VLAN と しておよび音声 VLAN と して指定するこ と はできません。

制限 VLAN によ る再認証を イネーブルにしてく ださ い。 再認証がディ セーブルにさ れて い
ると 、 制限 VLAN 内のポート は再認証要求を受信しません。

再認証プロセスを開始するには、 制限 VLAN がポート から リ ンク ダウン イベント または 
Extensible Authentication Protocol （EAP） ロ グオフ  イベント を受け取る必要があり ま す。 ホ
スト がハブ経由で接続さ れて いる場合 ：

– ホスト が切断さ れた場合にポート ではリ ンク ダウン イベント を受け取らないこ と があ
り ま す。

– ポート では、 次の再認証試行が行われるまで、 新し いホスト を検出し ないこ と があり
ま す。

制限 VLAN を異なるタ イプの  VLAN と して再設定すると 、 制限 VLAN のポート も移行さ
れ、 それらは現在認証さ れたステート のままになり ま す。

no-response イベント の場合 ：

• IEEE 802.1x ポート でゲスト  VLAN を イネーブルにした場合、 認証サーバが Extensible 
Authentication Protocol over LAN （EAPOL） Request/Identity フレー ムに対する応答を受信し
ないか、 EAPOL パケッ ト がク ラ イアント から送信さ れないと 、 ス イッ チではク ラ イアント
をゲスト  VLAN に割り 当てま す。

• ス イッ チは EAPOL パケッ ト 履歴を保持しま す。 リ ンクの存続時間内に別の  EAPOL パケッ
ト がポート 上で検出さ れた場合、 ゲスト  VLAN 機能はディ セーブルになり ま す。 ポート が
すでにゲスト  VLAN ステート にある場合、 ポート は無許可ステート に戻り 、 認証が再開さ
れま す。 EAPOL 履歴はク リ アさ れま す。

• ス イッ チ ポート がゲスト  VLAN （マ ルチホスト  モード） に移動さ れると 、 複数の  IEEE 
802.1x 非対応ク ラ イアント はアク セスを許可さ れま す。 IEEE 802.1x 対応ク ラ イアント が、
ゲスト  VLAN を設定して いるポート と 同じポート に加わると 、 ポート は RADIUS 設定 
VLAN またはユーザ設定アク セス  VLAN の無許可ステート に移行し、 認証が再開さ れま
す。

リ モート  ス イッ チド  ポート  アナラ イザ （RSPAN） VLAN、 プラ イマリ  プラ イベート  
VLAN、 または音声 VLAN 以外のアク ティ ブなすべての  VLAN は、 IEEE 802.1x のゲスト  
VLAN と して設定できま す。 ゲスト  VLAN 機能は、 アク セス  ポート でだけサポート さ れま
す。 内部 VLAN （ルーテッ ド  ポート ） またはト ランク  ポート ではサポート さ れません。
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• MAC 認証バイパスが IEEE 802.1x ポート でイネーブルの場合に、EAPOL メ ッ セージ交換を
待機して いる間に IEEE802.1x 認証が期限切れになると 、 ス イッ チでは、 ク ラ イアント の  
MAC アドレスに基づいてク ラ イアント を許可できま す。 ス イッ チは、 IEEE 802.1x ポート
上のク ラ イアント を検出した後で、 ク ラ イアント からの イーサネッ ト  パケッ ト を待機しま
す。 ス イッ チは、 MAC アドレスに基づいたユーザ名およびパス ワードを持つ 
RADIUS-access/request フレー ムを認証サーバに送信しま す。

– 認証に成功すると 、 ス イッ チはク ラ イアント にネッ ト ワークへのアク セスを許可しま
す。

– 認証に失敗すると 、 ス イッ チはポート にゲスト  VLAN を割り 当てま す （指定さ れて い
ない場合）。

詳細については、 ソ フト ウェア コ ンフィ ギュレーショ ン ガイ ドの 「Configuring 
IEEE802.1x Port-Based Authentication」 の章の 「Using IEEE 802.1x Authentication with MAC 
Authentication Bypass」 の項を参照してく ださ い。

server-dead イベント の場合 ：

• ス イッ チが critical-authentication ステート に移ると 、 認証を試行して いる新し いホスト が 
critical-authentication VLAN （またはク リ ティ カ ル VLAN） に移動さ れま す。 ポート がシン
グルホスト  モード、 マ ルチホスト  モード、 マ ルチ認証モード、 または MDA モードの場
合、 こ れが適用さ れま す。 認証済みホスト は認証済み VLAN に残り 、 再認証タ イマーは
ディ セーブルになり ま す。

• ク ラ イアント で Windows XP を稼働し、 ク ラ イアント が接続さ れて いるク リ ティ カ ル ポー
ト が critical-authentication ステート である場合、 Windows XP はインターフェ イスが認証さ
れて いないこ と を報告しま す。

• Windows XP ク ラ イアント に DHCP が設定さ れており 、 DHCP サーバからの IP アドレスが
設定さ れて いる場合に、 ク リ ティ カ ル ポート で EAP 認証成功メ ッ セージを受信しても 、
DHCP 設定プロセスは再初期化できません。

show authentication 特権 EXEC コマン ドを入力するこ と により 、 設定を確認できま す。

例 次の例では、 authentication event fail コマン ドの設定方法を示しま す。

Switch(config-if)# authentication event fail action authorize vlan 20

次の例では、 応答なし アクショ ンの設定方法を示しま す。

Switch(config-if)# authentication event no-response action authorize vlan 10

次の例では、 サーバ応答アクショ ンの設定方法を示しま す。

Switch(config-if)# authentication event server alive action reinitialize

次の例では、 RADIUS サーバが使用でき ない場合に、 新規および既存のホスト をク リ ティ カ ル 
VLAN に送信するよ うポート を設定する方法を示しま す。 複数認証 （マルチ認証） モードの
ポート に対して、 またはポート の音声ドメ インが MDA モードにある場合は、 こ のコマン ドを使
用しま す。

Switch(config-if)# authentication event server dead action authorize vlan 10

次の例では、 RADIUS サーバが使用でき ない場合に、 およびホスト からのト ラフィ ッ クを音声 
VLAN と タ グ付けしてポート に設定済みの音声 VLAN にホスト を配置する場合に、 ク リ ティ カ
ル VLAN に新規および既存のホスト を送信するよ うにポート を設定する方法を示しま す。 こ の
コマン ドは、 マ ルチホスト  モードまたはマ ルチ認証モードのポート に使用しま す。

Switch(config-if)# authentication event server dead action reinitialize vlan 10
Switch(config-if)# authentication event server dead action authorize voice
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関連コマンド コマンド 説明

authentication control-direc-
tion

ポート  モードを単一方向または双方向に設定しま す。

authentication fallback IEEE 802.1x 認証をサポート し ないク ラ イアント 用のフォー
ルバッ ク方式と して  Web 認証を使用するよ うポート を設定
しま す。

authentication host-mode ポート で認証マネージャ  モードを設定しま す。

authentication open ポート でオープン アク セスを イネーブルまたはディ セーブ
ルにしま す。

authentication order ポート で使用する認証方式の順序を設定しま す。

authentication periodic ポート で再認証を イネーブルまたはディ セーブルにしま す。

authentication port-control ポート の認証ステート の手動制御を イネーブルにしま す。

authentication priority ポート  プラ イオリ ティ  リ スト に認証方式を追加しま す。

authentication timer 802.1x 対応ポート のタ イ ムアウト  パラメ ータと 再認証パラ
メ ータを設定しま す。

authentication violation 新し いデバイスがポート に接続するか、 ポート に 大数のデ
バイスが接続した後で、 新し いデバイスがポート に接続した
場合に発生する違反モードを設定しま す。

show authentication ス イッ チの認証マネージャ  イベント に関する情報を表示し
ま す。
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authentication fallback 
authentication fallback インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 IEEE 
802.1x 認証をサポート し ないク ラ イアント に対し、 Web 認証をフォールバッ ク方式と して使用
するよ うにポート を設定しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用
しま す。

authentication fallback name 

no authentication fallback name

構文の説明

デフォルト フォールバッ ク はイネーブルではあり ません。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン フォールバッ ク方式を設定する前に authentication port-control auto インターフェ イス  コ ン
フィ ギュレーショ ン コマン ドを入力する必要があり ま す。

Web 認証をフォールバッ ク方式と して設定でき るのは、802.1x または MAB に対してだけです。
したがってフォールバッ ク でき るよ うにするには、 こ の認証方式の  1 つまたは両方を設定する
必要があり ま す。

例 次の例では、 ポート のフォールバッ ク  プロフ ァイ ルを指定する方法を示しま す。

Switch(config-if)# authentication fallback profile1

show authentication 特権 EXEC コマン ドを入力するこ と により 、 設定を確認できま す。

関連コマンド

name Web 認証のフォールバッ ク  プロフ ァイ ルを指定しま す。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

authentication 
control-direction

ポート  モードを単一方向または双方向に設定しま す。

authentication event 特定の認証イベント のアクショ ンを設定しま す。

authentication 
host-mode

ポート で認証マネージャ  モードを設定しま す。

authentication open ポート でオープン アク セスを イネーブルまたはディ セーブルにしま
す。

authentication order ポート で使用する認証方式の順序を設定しま す。
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authentication fallback
authentication 
periodic

ポート で再認証を イネーブルまたはディ セーブルにしま す。

authentication 
port-control

ポート の認証ステート の手動制御を イネーブルにしま す。

authentication 
priority

ポート  プラ イオリ ティ  リ スト に認証方式を追加しま す。

authentication timer 802.1x 対応ポート のタ イ ムアウト  パラメ ータ および再認証パラメ ータ
を設定しま す。

authentication 
violation

新し いデバイスがポート に接続するか、 ポート に 大数のデバイスが
接続した後で、 新し いデバイスがポート に接続した場合に発生する違
反モードを設定しま す。

show authentication ス イッ チの認証マネージャ  イベント に関する情報を表示しま す。

コマンド 説明
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authentication host-mode
authentication host-mode
authentication host-mode インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、
ポート で認証マネージャ  モードを設定しま す。

authentication host-mode [multi-auth | multi-domain | multi-host | single-host]

no authentication host-mode [multi-auth | multi-domain | multi-host | single-host]

構文の説明

デフォルト シングルホスト  モードがイネーブルにさ れて いま す。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 接続さ れて いるデータ  ホスト が 1 つだけの場合は、シングルホスト  モードを設定する必要があ
り ま す。 シングルホスト  ポート での認証のために音声デバイスを接続し ないでく ださ い。 ポー
ト で音声 VLAN が設定さ れて いないと 、 音声デバイスの許可が失敗しま す。

データ  ホスト が IP Phone 経由でポート に接続さ れて いる場合は、 マ ルチドメ イン モードを設
定する必要があり ま す。 音声デバイスを認証する必要がある場合は、 マ ルチドメ イン モードを
設定する必要があり ま す。

ハブの背後にデバイスを配置し、 それぞれを認証してポート  アク セスのセキュ リ ティ を確保で
き るよ うにするには、 マ ルチ認証モードに設定する必要があり ま す。 音声 VLAN が設定さ れて
いる場合は、 こ のモードで認証でき る音声デバイスは 1 つだけです。

マ ルチホスト  モードでも 、 ハブ越しの複数ホスト のためのポート  アク セスが提供さ れま すが、
マ ルチホスト  モードでは、 初のユーザが認証さ れた後でデバイスに対して無制限のポート  
アク セスが与えら れま す。

例 次の例では、 ポート のマ ルチ認証モードを イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config-if)# authentication host-mode multi-auth

次の例では、 ポート のマ ルチドメ イン モードを イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config-if)# authentication host-mode multi-domain

次の例では、 ポート のマ ルチホスト  モードを イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# authentication host-mode multi-host

multi-auth ポート のマ ルチ認証モード （multiauth モード） を イネーブルにしま す。

multi-domain ポート のマ ルチドメ イン モードを イネーブルにしま す。

multi-host ポート のマ ルチホスト  モードを イネーブルにしま す。

single-host ポート のシングルホスト  モードを イネーブルにしま す。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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authentication host-mode
次の例では、 ポート のシングルホスト  モードを イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config-if)# authentication host-mode single-host

show authentication 特権 EXEC コマン ドを入力するこ と により 、 設定を確認できま す。

関連コマンド コマンド 説明

authentication 
control-direction

ポート  モードを単一方向または双方向に設定しま す。

authentication event 特定の認証イベント のアクショ ンを設定しま す。

authentication 
fallback

IEEE 802.1x 認証をサポート し ないク ラ イアント 用のフォールバッ ク
方式と して  Web 認証を使用するよ うポート を設定しま す。

authentication open ポート でオープン アク セスを イネーブルまたはディ セーブルにしま
す。

authentication order ポート で使用する認証方式の順序を設定しま す。

authentication 
periodic

ポート で再認証を イネーブルまたはディ セーブルにしま す。

authentication 
port-control

ポート の認証ステート の手動制御を イネーブルにしま す。

authentication 
priority

ポート  プラ イオリ ティ  リ スト に認証方式を追加しま す。

authentication timer 802.1x 対応ポート のタ イ ムアウト  パラメ ータと 再認証パラメ ータを設
定しま す。

authentication 
violation

新し いデバイスがポート に接続するか、 ポート に 大数のデバイスが
接続した後で、 新し いデバイスがポート に接続した場合に発生する違
反モードを設定しま す。

show authentication ス イッ チの認証マネージャ  イベント に関する情報を表示しま す。
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authentication mac-move permit
authentication mac-move permit 
ス イッ チ上で MAC 移動を イネーブルにするには、authentication mac-move permit グローバル 
コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  
no 形式を使用しま す。

authentication mac-move permit

no authentication mac-move permit

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト MAC 移動はイネーブルです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドを使用すると 、 ス イッ チの  802.1x 対応ポート 間で認証ホスト を移動できま す。 た
と えば、 認証さ れたホスト と ポート の間にデバイスがあり 、 そのホスト が別のポート に移動し
た場合、 認証セッ ショ ンは 初のポート から削除さ れ、 ホスト は新し いポート 上で再認証さ れ
ま す。

MAC 移動がディ セーブルで、 認証さ れたホスト が別のポート に移動した場合、 そのホスト は
再認証さ れず、 違反エラーが発生しま す。

MAC 移動は、 ポート  セキュ リ ティ 対応の 802.1x ポート ではサポート さ れません。 MAC 移動
がス イッ チ上でグローバルに設定さ れ、 ポート  セキュ リ ティ 対応ホスト が 802.1x 対応ポート
に移動した場合、 違反エラーが発生しま す。

例 次の例では、 ス イッ チ上で MAC 移動を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# authentication mac-move permit

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(52)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

authentication event 特定の認証イベント のアクショ ンを設定しま す。

authentication 
fallback

IEEE 802.1x 認証をサポート し ないク ラ イアント 用のフォールバッ ク
方式と して  Web 認証を使用するよ うポート を設定しま す。

authentication 
host-mode

ポート で認証マネージャ  モードを設定しま す。

authentication open ポート でオープン アク セスを イネーブルまたはディ セーブルにしま
す。

authentication order ポート で使用する認証方式の順序を設定しま す。
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authentication mac-move permit
authentication 
periodic

ポート の再認証を イネーブルまたはディ セーブルにしま す。

authentication 
port-control

ポート の認証ステート の手動制御を イネーブルにしま す。

authentication 
priority

ポート  プラ イオリ ティ  リ スト に認証方式を追加しま す。

authentication timer 802.1x 対応ポート のタ イ ムアウト  パラメ ータと 再認証パラメ ータを設
定しま す。

authentication 
violation

新し いデバイスがポート に接続するか、 ポート にすでに 大数のデバ
イスが接続して いると き に、 新し いデバイスがポート に接続した場合
に発生する違反モードを設定しま す。

show authentication ス イッ チの認証マネージャ  イベント に関する情報を表示しま す。

コマンド 説明
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authentication open
authentication open
authentication open インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 ポート で
オープン アク セスを イネーブルまたはディ セーブルにしま す。 オープン アク セスをディ セー
ブルにするには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

authentication open 

no authentication open

デフォルト オープン アク セスはディ セーブルにさ れて いま す。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 認証の前にネッ ト ワーク  アク セスを必要と するデバイスでは、 オープン認証がイネーブルにさ
れて いる必要があり ま す。

オープン認証を イネーブルにして あると きは、 ポート  ACL を使用してホスト  アク セスを制限
する必要があり ま す。

例 次の例では、 ポート のオープン アク セスを イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config-if)# authentication open

次の例では、 ポート のオープン アク セスをディ セーブルにするよ うポート を設定する方法を示
しま す。

Switch(config-if)# no authentication open

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

authentication 
control-direction

ポート  モードを単一方向または双方向に設定しま す。

authentication event 特定の認証イベント のアクショ ンを設定しま す。

authentication 
fallback

IEEE 802.1x 認証をサポート し ないク ラ イアント 用のフォールバッ ク
方式と して  Web 認証を使用するよ うポート を設定しま す。

authentication 
host-mode

ポート で認証マネージャ  モードを設定しま す。

authentication order ポート で使用する認証方式の順序を設定しま す。

authentication 
periodic

ポート で再認証を イネーブルまたはディ セーブルにしま す。
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authentication open
authentication 
port-control

ポート の認証ステート の手動制御を イネーブルにしま す。

authentication 
priority

ポート  プラ イオリ ティ  リ スト に認証方式を追加しま す。

authentication timer 802.1x 対応ポート のタ イ ムアウト  パラメ ータ および再認証パラメ ータ
を設定しま す。

authentication 
violation

新し いデバイスがポート に接続するか、 ポート に 大数のデバイスが
接続した後で、 新し いデバイスがポート に接続した場合に発生する違
反モードを設定しま す。

show authentication ス イッ チの認証マネージャ  イベント に関する情報を表示しま す。

コマンド 説明
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authentication order
authentication order
authentication order インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 ポート
で使用する認証方式の順序を設定しま す。

authentication order [dot1x | mab] {webauth}

no authentication order 

構文の説明

コマンド  デフォ ルト デフォ ルト の認証順序は dot1x、 mab、 および webauth の順です。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 順序付けでは、 ス イッ チがポート に接続さ れた新し いデバイスを認証し よ うと すると き に試
行する方式の順序を設定しま す。 リ スト 内の方式の  1 つで成功し ないと 、 次の方式が試行さ れ
ま す。

各方式は一度だけ試行できま す。 弾力的順序付けは、 802.1x と  MAB の間でだけ可能です。

Web 認証は、 スタ ン ドアロ ン方式と して設定するか、 順序において  802.1x または MAB のいず
れかの後で 後の方式と して設定するこ と ができま す。Web 認証は dot1x または mab に対する
フォールバッ ク と してだけ設定する必要があり ま す。

例 次の例では、 初の認証方式と して  802.1x を、 2 番めの方式と して  MAB を、 3 番めの方式と し
て  Web 認証を追加する方法を示しま す。

Switch(config-if)# authentication order dotx mab webauth

次の例では、 初の認証方式と して  MAC （MAB） を、 2 番めの認証方式と して  Web 認証を追
加する方法を示しま す。

Switch(config-if)# authentication order mab webauth

show authentication 特権 EXEC コマン ドを入力するこ と により 、 設定を確認できま す。

dot1x 認証方式の順序に 802.1x を追加しま す。

mab 認証方式の順序に MAC 認証バイパス （MAB） を追加しま す。

webauth 認証方式の順序に Web 認証を追加しま す。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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authentication order
関連コマンド コマンド 説明

authentication 
control-direction

ポート  モードを単一方向または双方向に設定しま す。

authentication event 特定の認証イベント のアクショ ンを設定しま す。

authentication 
fallback

IEEE 802.1x 認証をサポート し ないク ラ イアント 用のフォールバッ ク
方式と して  Web 認証を使用するよ うポート を設定しま す。

authentication 
host-mode

ポート で認証マネージャ  モードを設定しま す。

authentication open ポート でオープン アク セスを イネーブルまたはディ セーブルにしま
す。

authentication 
periodic

ポート で再認証を イネーブルまたはディ セーブルにしま す。

authentication 
port-control

ポート の認証ステート の手動制御を イネーブルにしま す。

authentication 
priority

ポート  プラ イオリ ティ  リ スト に認証方式を追加しま す。

authentication timer 802.1x 対応ポート のタ イ ムアウト  パラメ ータ および再認証パラメ ータ
を設定しま す。

authentication 
violation

新し いデバイスがポート に接続するか、 ポート に 大数のデバイスが
接続した後で、 新し いデバイスがポート に接続した場合に発生する違
反モードを設定しま す。

mab ポート の MAC 認証バイパスを イネーブルにしま す。

mab eap Extensible Authentication Protocol （EAP） を使用するよ うポート を設定
しま す。

show authentication ス イッ チの認証マネージャ  イベント に関する情報を表示しま す。
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authentication periodic
authentication periodic
authentication periodic インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 ポー
ト で再認証を イネーブルまたはディ セーブルにしま す。 再認証をディ セーブルにする場合は、
こ のコマン ドの  no 形式を入力しま す。

authentication periodic

no authentication periodic 

コマンド  デフォ ルト 再認証はディ セーブルにさ れて いま す。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン authentication timer reauthentication インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用
して、 定期的に再認証を行 う間隔の時間量を設定しま す。

例 次の例では、 ポート の定期的再認証を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config-if)# authentication periodic

次の例では、 ポート の定期的再認証をディ セーブルにする方法を示しま す。

Switch(config-if)# no authentication periodic

show authentication 特権 EXEC コマン ドを入力するこ と により 、 設定を確認できま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

authentication 
control-direction

ポート  モードを単一方向または双方向に設定しま す。

authentication event 特定の認証イベント のアクショ ンを設定しま す。

authentication 
fallback

IEEE 802.1x 認証をサポート し ないク ラ イアント 用のフォールバッ ク
方式と して  Web 認証を使用するよ うポート を設定しま す。

authentication 
host-mode

ポート で認証マネージャ  モードを設定しま す。

authentication open ポート でオープン アク セスを イネーブルまたはディ セーブルにしま
す。

authentication order ポート で使用する認証方式の順序を設定しま す。

authentication 
port-control

ポート の認証ステート の手動制御を イネーブルにしま す。
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authentication periodic
authentication 
priority

ポート  プラ イオリ ティ  リ スト に認証方式を追加しま す。

authentication timer 802.1x 対応ポート のタ イ ムアウト  パラメ ータ および再認証パラメ ータ
を設定しま す。

authentication 
violation

新し いデバイスがポート に接続するか、 ポート に 大数のデバイスが
接続した後で、 新し いデバイスがポート に接続した場合に発生する違
反モードを設定しま す。

show authentication ス イッ チの認証マネージャ  イベント に関する情報を表示しま す。

コマンド 説明
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authentication port-control
authentication port-control インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、
ポート 許可ステート の手動制御を イネーブルにしま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマ
ン ドの  no 形式を使用しま す。

authentication port-control {auto | force-authorized | force-un authorized}

no authentication port-control {auto | force-authorized | force-un authorized}

構文の説明

デフォルト デフォ ルト の設定は force-authorized です。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン auto キーワードは、 次のいずれかのポート  タ イプでだけ使用してく ださ い。

• ト ランク  ポート ： ト ランク  ポート で IEEE 802.1x 認証を イネーブルにし よ うと すると 、 エ
ラー メ ッ セージが表示さ れ、 IEEE 802.1x はイネーブルになり ません。 IEEE 802.1x 対応
ポート のモードをト ランク に変更し よ うと しても 、 エラー メ ッ セージが表示さ れ、 ポート  
モードは変更さ れません。

• ダイナミ ッ ク  ポート ： ダイナミ ッ ク  ポート は、 ネイバーと ネゴシエート して、 ト ランク  
ポート になるこ と ができま す。 ダイナミ ッ ク  ポート で IEEE 802.1x 認証を イネーブルにし
よ うと すると 、 エラー メ ッ セージが表示さ れ、 IEEE 802.1x 認証はイネーブルになり ませ
ん。 IEEE 802.1x 対応ポート のモードを ダイナミ ッ ク に変更し よ うと すると 、 エラー メ ッ
セージが表示さ れ、 ポート  モードは変更さ れません。

auto ポート の IEEE 802.1x 認証を イネーブルにしま す。 ポート は、 IEEE 
802.1x 認証情報のス イッ チと ク ラ イアント の間での交換に基づいて、
許可ステート または無許可ステート に変わり ま す。

force-authorized ポート の IEEE 802.1x 認証をディ セーブルにしま す。 ポート は、 認証
情報を交換するこ と なく 、 許可ステート に変わり ま す。 ポート はク
ラ イアント と の IEEE 802.1x ベース認証を行わずに、 通常のト ラ
フィ ッ クを送受信しま す。

force-un authorized ポート へのアク セスを すべて拒否しま す。 ポート は、 ク ラ イアント
によ る認証の試行を すべて無視して、 無許可ステート に変わり ま す。
ス イッ チはポート を介してク ラ イアント に認証サービスを提供でき
ません。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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• ダイナミ ッ ク  アク セス  ポート ： ダイナミ ッ ク  アク セス （VLAN Query Protocol （VQP））
ポート で IEEE 802.1x 認証を イネーブルにし よ うと すると 、 エラー メ ッ セージが表示さ れ、
IEEE 802.1x 認証はイネーブルになり ません。 IEEE 802.1x 対応ポート を ダイナミ ッ ク  
VLAN に変更し よ うと すると 、 エラー メ ッ セージが表示さ れ、 VLAN 設定は変更さ れませ
ん。

• EtherChannel ポート ： アク ティ ブまたはアク ティ ブでない EtherChannel メ ンバであるポー
ト を  IEEE 802.1x ポート と して設定し ないでく ださ い。 EtherChannel ポート で IEEE 802.1x 
認証を イネーブルにし よ うと すると 、 エラー メ ッ セージが表示さ れ、 IEEE 802.1x 認証は
イネーブルになり ません。

• ス イッ チド  ポート  アナラ イザ （SPAN） およびリ モート  SPAN （RSPAN） 宛先ポート ：
SPAN または RSPAN 宛先ポート であるポート の IEEE 802.1x 認証を イネーブルにするこ と
ができま す。 ただし、 そのポート が SPAN または RSPAN 宛先と して削除さ れるまで、
IEEE 802.1x 認証はディ セーブルのままです。SPAN または RSPAN 送信元ポート では IEEE 
802.1x 認証を イネーブルにするこ と ができま す。

ス イッ チで IEEE 802.1x 認証を グローバルにディ セーブルにするには、 no dot1x 
system-auth-control グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。特定のポート
で IEEE 802.1x 認証をディ セーブルにするか、 デフォ ルト 設定に戻すには、 no authentication 
port-control インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。

例 次の例では、 ポート  ステート を自動に設定する方法を示しま す。

Switch(config-if)# authentication port-control auto

次の例では、 ポート  ステート を  force- authorized ステート に設定する方法を示しま す。

Switch(config-if)# authentication port-control force-authorized

次の例では、 ポート  ステート を  force-unauthorized ステート に設定する方法を示しま す。

Switch(config-if)# authentication port-control force-unauthorized

show authentication 特権 EXEC コマン ドを入力するこ と により 、 設定を確認できま す。

関連コマンド コマンド 説明

authentication 
control-direction

ポート  モードを単一方向または双方向に設定しま す。

authentication event 特定の認証イベント のアクショ ンを設定しま す。

authentication 
fallback

IEEE 802.1x 認証をサポート し ないク ラ イアント 用のフォールバッ ク
方式と して  Web 認証を使用するよ うポート を設定しま す。

authentication 
host-mode

ポート で認証マネージャ  モードを設定しま す。

authentication open ポート でオープン アク セスを イネーブルまたはディ セーブルにしま
す。

authentication order ポート で使用する認証方式の順序を設定しま す。

authentication 
periodic

ポート で再認証を イネーブルまたはディ セーブルにしま す。

authentication 
priority

ポート  プラ イオリ ティ  リ スト に認証方式を追加しま す。
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authentication timer 802.1x 対応ポート のタ イ ムアウト  パラメ ータと 再認証パラメ ータを設
定しま す。

authentication 
violation

新し いデバイスがポート に接続するか、 ポート に 大数のデバイスが
接続した後で、 新し いデバイスがポート に接続した場合に発生する違
反モードを設定しま す。

show authentication ス イッ チの認証マネージャ  イベント に関する情報を表示しま す。

コマンド 説明
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authentication priority
authentication priority インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 ポー
ト  プラ イオリ ティ  リ スト に認証方式を追加しま す。

auth priority [dot1x | mab] {webauth}

no auth priority [dot1x | mab] {webauth} 

構文の説明

コマンド  デフォ ルト デフォ ルト のプラ イオリ ティ は、 802.1x 認証、 MAC 認証バイパス、 Web 認証の順です。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 順序付けでは、 ス イッ チがポート に接続さ れた新し いデバイスを認証し よ うと すると き に試行
する方式の順序を設定しま す。

ポート にフォールバッ ク方式を複数設定すると きは、 Web 認証 （webauth） を 後に設定して
く ださ い。

異なる認証方式にプラ イオリ ティ を割り 当て るこ と により 、 プラ イオリ ティ の高い方式を、 プ
ラ イオリ ティ の低い進行中の認証方式に割り 込ませるこ と ができま す。

（注） ク ラ イアント がすでに認証さ れて いる場合に、 プラ イオリ ティ の高い方式の割り 込みが発生す
ると 、 再認証さ れるこ と があり ま す。

認証方式のデフォ ルト のプラ イオリ ティ は、 実行リ スト の順序におけるその位置と 同じで、
802.1x 認証、 MAC 認証バイパス、 Web 認証の順です。 こ のデフォ ルト の順序を変更するには、
キーワード  dot1x、 mab、 および webauth を使用しま す。

例 次の例では、 802.1x を 初の認証方式、 Web 認証を  2 番めの認証方式と して設定する方法を示
しま す。

Switch(config-if)# authentication priority dotx webauth

dot1x 認証方式の順序に 802.1x を追加しま す。

mab 認証方式の順序に MAC 認証バイパス （MAB） を追加しま す。

webauth 認証方式の順序に Web 認証を追加しま す。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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次の例では、 MAC 認証バイパス （MAB） を 初の認証方式、 Web 認証を  2 番めの認証方式と
して設定する方法を示しま す。

Switch(config-if)# authentication priority mab webauth

show authentication 特権 EXEC コマン ドを入力するこ と により 、 設定を確認できま す。

関連コマンド コマンド 説明

authentication 
control-direction

ポート  モードを単一方向または双方向に設定しま す。

authentication event 特定の認証イベント のアクショ ンを設定しま す。

authentication 
fallback

IEEE 802.1x 認証をサポート し ないク ラ イアント 用のフォールバッ ク
方式と して  Web 認証を使用するよ うポート を設定しま す。

authentication 
host-mode

ポート で認証マネージャ  モードを設定しま す。

authentication open ポート でオープン アク セスを イネーブルまたはディ セーブルにしま
す。

authentication order ポート で使用する認証方式の順序を設定しま す。

authentication 
periodic

ポート で再認証を イネーブルまたはディ セーブルにしま す。

authentication 
port-control

ポート の認証ステート の手動制御を イネーブルにしま す。

authentication timer 802.1x 対応ポート のタ イ ムアウト  パラメ ータと 再認証パラメ ータを設
定しま す。

authentication 
violation

新し いデバイスがポート に接続するか、 ポート に 大数のデバイスが
接続した後で、 新し いデバイスがポート に接続した場合に発生する違
反モードを設定しま す。

mab ポート の MAC 認証バイパスを イネーブルにしま す。

mab eap Extensible Authentication Protocol （EAP） を使用するよ うポート を設定
しま す。

show authentication ス イッ チの認証マネージャ  イベント に関する情報を表示しま す。
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authentication timer
authentication timer インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 802.1x 
対応ポート のタ イ ムアウト と 再認証のパラメ ータを設定しま す。

authentication timer {{[inactivity | reauthenticate] [server | am]} {restart value}}

no authentication timer {{[inactivity | reauthenticate] [server | am]} {restart value}} 

構文の説明

デフォルト inactivity、 server、 および restart キーワードは 60 秒に設定さ れま す。 reauthenticate キーワー
ドは 1 時間に設定さ れま す。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン タ イ ムアウト 値を設定し ないと 、 802.1x セッ ショ ンは、 無期限で認証さ れたままになり ま す。
他のホスト ではそのポート を使用できず、 接続さ れて いるホスト は、 同じス イッ チの別のポー
ト に移動できません。

例 次の例では、 認証非アク ティ ビティ  タ イマーを  60 秒に設定する方法を示しま す。

Switch(config-if)# authentication timer inactivity 60

次の例では、 再認証タ イマーを  120 秒に設定する方法を示しま す。

Switch(config-if)# authentication timer restart 120

show authentication 特権 EXEC コマン ドを入力するこ と により 、 設定を確認できま す。

関連コマンド

inactivity こ の時間間隔を過ぎても アク ティ ビティ がない場合に、 ク ラ イアント が無許
可にさ れる秒数です。

reauthenticate 自動再認証の試行が開始さ れるまで時間 （秒） です。

server 無許可ポート の認証の試行が行われるまでの間隔 （秒） です。

restart 無許可ポート の認証の試行が行われるまでの間隔 （秒） です。

value 1 から  65535 までの値 （秒） を入力しま す。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

authentication 
control-direction

ポート  モードを単一方向または双方向に設定しま す。

authentication event 特定の認証イベント のアクショ ンを設定しま す。
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authentication 
fallback

IEEE 802.1x 認証をサポート し ないク ラ イアント 用のフォールバッ ク
方式と して  Web 認証を使用するよ うポート を設定しま す。

authentication 
host-mode

ポート で認証マネージャ  モードを設定しま す。

authentication open ポート でオープン アク セスを イネーブルまたはディ セーブルにしま
す。

authentication order ポート で使用する認証方式の順序を設定しま す。

authentication 
periodic

ポート で再認証を イネーブルまたはディ セーブルにしま す。

authentication 
port-control

ポート の認証ステート の手動制御を イネーブルにしま す。

authentication 
priority

ポート  プラ イオリ ティ  リ スト に認証方式を追加しま す。

authentication 
violation

新し いデバイスがポート に接続するか、 ポート に 大数のデバイスが
接続した後で、 新し いデバイスがポート に接続した場合に発生する違
反モードを設定しま す。

show authentication ス イッ チの認証マネージャ  イベント に関する情報を表示しま す。

コマンド 説明
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authentication violation
authentication violation インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 新し
いデバイスがポート に接続すると き、 または 大数のデバイスがポート に接続さ れて いる状態
で新し いデバイスがポート に接続すると き に発生する違反モードを設定しま す。

authentication violation {protect | replace | restrict | shutdown}

no authentication violation {protect | replace | restrict | shutdown} 

構文の説明

デフォルト デフォ ルト では、 authentication violation shutdown モードはイネーブルです。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

例 次の例では、 新し いデバイスがポート に接続する場合に、 errdisable になり 、 シャッ ト ダウンす
るよ うに IEEE 802.1x 対応ポート を設定する方法を示しま す。

Switch(config-if)# authentication violation shutdown

次の例では、 新し いデバイスがポート に接続する場合に、 システ ム エラー メ ッ セージを生成
して、 ポート を制限モードに変更するよ うに 802.1x 対応ポート を設定する方法を示しま す。

Switch(config-if)# authentication violation restrict

次の例では、 新し いデバイスがポート に接続すると き に、 そのデバイスを無視するよ うに 
802.1x 対応ポート を設定する方法を示しま す。

Switch(config-if)# authentication violation protect

次の例では、 新し いデバイスがポート に接続すると き に、 現在のセッ ショ ンを削除し、 新し い
デバイスによ る認証を開始するよ うに 802.1x 対応ポート を設定する方法を示しま す。

Switch(config-if)# authentication violation replace

show authentication 特権 EXEC コマン ドを入力するこ と により 、 設定を確認できま す。

protect 予期し ない着信 MAC アドレスはドロッ プさ れま す。 syslog エラーは
生成さ れません。

replace 現在のセッ ショ ンを削除し、 新し いホスト によ る認証を開始しま す。

restrict 違反エラーの発生時に Syslog エラーを生成しま す。

shutdown エラーによって、 予期し ない MAC アドレスが発生するポート または
仮想ポート がディ セーブルになり ま す。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(55)SE replace キーワードが追加さ れま した。
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関連コマンド コマンド 説明

authentication 
control-direction

ポート  モードを単一方向または双方向に設定しま す。

authentication event 特定の認証イベント のアクショ ンを設定しま す。

authentication 
fallback

802.1x 認証をサポート し ないク ラ イアント 用のフォールバッ ク方式と
して  Web 認証を使用するよ うポート を設定しま す。

authentication 
host-mode

ポート で認証マネージャ  モードを設定しま す。

authentication open ポート でオープン アク セスを イネーブルまたはディ セーブルにしま
す。

authentication order ポート で使用する認証方式の順序を設定しま す。

authentication 
periodic

ポート で再認証を イネーブルまたはディ セーブルにしま す。

authentication 
port-control

ポート の認証ステート の手動制御を イネーブルにしま す。

authentication 
priority

ポート  プラ イオリ ティ  リ スト に認証方式を追加しま す。

authentication timer 802.1x 対応ポート のタ イ ムアウト  パラメ ータと 再認証パラメ ータを設
定しま す。

show authentication ス イッ チの認証マネージャ  イベント に関する情報を表示しま す。
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auto qos classify
Quality of Service （QoS） ドメ イン内で信頼でき ないデバイスの  QoS 分類を自動設定するには、
auto qos classify インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ル
ト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

auto qos classify [police]

no auto qos classify [police]

構文の説明

デフォルト auto-QoS 分類は、 すべてのポート でディ セーブルです。

When auto-QoS is enabled, it uses the ingress packet label to categorize traffic, to assign packet 
labels, and to configure the ingress and egress queues 

表 2-2 に、 出力キューに対して生成さ れる auto-QoS の設定を示しま す。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

police （任意） 信頼でき ないデバイスの  QoS ポリ シングを設定しま す。

表 2-1 入力キューに対する自動 QoS の設定

入力キュー キュー番号
CoS からキューへ
のマッ ピング

キュー ウェ イト
（帯域幅）

キュー （バッ
フ ァ） サイズ 

SRR 1 共有

1. SRR = Shaped Round Robin （シェ イプ ド  ラ ウン ド  ロ ビン）。 入力キューは共有モードだけをサポート しま す。

1 0、 1、 2、 3、 6、 7 70% 90%

プラ イオリ ティ 2 4、 5 30% 10%

表 2-2 出力キューに対する自動 QoS の設定

出力キュー キュー番号
CoS からキューへ
のマッ ピング

キュー ウェ イト
（帯域幅）

ギガビッ ト 対応ポー
ト のキュー （バッ
フ ァ） サイズ

10/100 イーサ
ネッ ト  ポート の
キュー （バッ
フ ァ） サイズ

プラ イオリ ティ
（シェ イプ ド）

1 4、 5 大 100% 25% 15%

SRR 共有 2 2、 3、 6、 7 10% 25% 25%

SRR 共有 3 0 60% 25% 40%

SRR 共有 4 1 20% 25% 20%

リ リース 変更内容

12.2(55)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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使用上のガイド ライン QoS ドメ イン内の信頼インターフェ イスに QoS を設定する場合は、 このコマン ドを使用しま
す。 QoS ドメ インには、 ス イッ チ、 ネッ ト ワーク内部、 QoS の着信ト ラフィ ッ クを分類するこ
と のでき るエッ ジ装置などが含ま れま す。

Auto-QoS は、 ス イッ チが信頼インターフェ イスと 接続するよ うに設定しま す。 着信パケッ ト
の  QoS ラベルは信頼さ れま す。 非ルーテッ ド  ポート の場合は、 着信パケッ ト の CoS 値が信頼
さ れま す。 ルーテッ ド  ポート では、 着信パケッ ト の DSCP 値が信頼さ れま す。

自動 QoS のデフォ ルト を利用するには、 自動 QoS を イネーブルにしてから、 その他の  QoS コ
マン ドを設定する必要があり ま す。 auto-QoS を イネーブルにした後で、 auto-QoS を調整できま
す。

こ れは、 auto qos classify コマン ドが設定さ れて いる場合のポリ シー マッ プです。

policy-map AUTOQOS-SRND4-CLASSIFY-POLICY 
class AUTOQOS_MULTIENHANCED_CONF_CLASS 
set dscp af41 
class AUTOQOS_BULK_DATA_CLASS 
set dscp af11 
class AUTOQOS_TRANSACTION_CLASS 
set dscp af21 
class AUTOQOS_SCAVANGER_CLASS 
set dscp cs1 
class AUTOQOS_SIGNALING_CLASS 
set dscp cs3 
class AUTOQOS_DEFAULT_CLASS 
set dscp default

こ れは、 auto qos classify police コマン ドが設定さ れて いる場合のポリ シー マッ プです。

policy-map AUTOQOS-SRND4-CLASSIFY-POLICE-POLICY 
class AUTOQOS_MULTIENHANCED_CONF_CLASS 
set dscp af41 
police 5000000 8000 exceed-action drop 
class AUTOQOS_BULK_DATA_CLASS 
set dscp af11 
police 10000000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit 
class AUTOQOS_TRANSACTION_CLASS 
set dscp af21 
police 10000000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit 
class AUTOQOS_SCAVANGER_CLASS 
set dscp cs1 
police 10000000 8000 exceed-action drop 
class AUTOQOS_SIGNALING_CLASS 
set dscp cs3 
police 32000 8000 exceed-action drop 
class AUTOQOS_DEFAULT_CLASS 
set dscp default 
police 10000000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit 
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（注） ス イッ チは、 コマン ド ラ イン インターフェ イス （CLI） からコマン ドが入力さ れた場合と 同じ
よ うに、 auto-QoS によって生成さ れたコマン ドを適用しま す。 既存のユーザ設定では、 生成さ
れたコマン ドの適用に失敗するこ と があり ま す。 また、 生成さ れたコマン ドで既存の設定が上
書き さ れるこ と も あり ま す。 こ れらのアクショ ンは、 警告を表示せずに実行さ れま す。 すべて
の生成コマン ドが正常に適用さ れた場合、 上書き さ れなかったユーザ入力設定が実行コ ンフィ
ギュレーショ ンに残り ま す。 上書き さ れたユーザ入力の設定は、 現在の設定をメ モリ に保存せ
ずに、 ス イッ チを リ ロー ドすると 復元できま す。 生成さ れたコマン ドの適用に失敗した場合
は、 前の実行コ ンフィ ギュレーショ ンが復元さ れま す。

自動 QoS を イネーブルにした後、 名前に AutoQoS を含むポリ シー マッ プや集約ポリ サーを変
更し ないでく ださ い。 ポリ シー マッ プや集約ポリ サーを変更する必要がある場合、 そのコ ピー
を作成し、 コ ピーしたポリ シー マッ プやポリ サーを変更しま す。 生成さ れたポリ シー マッ プ
の代わり に新し いポリ シー マッ プを使用するには、 生成したポリ シー マッ プを インターフェ
イスから削除して、 新し いポリ シー マッ プを適用しま す。

auto-QoS がイネーブルのと き に自動的に生成さ れる QoS の設定を表示するには、 auto-QoS を
イネーブルにする前にデバッ グを イネーブルにしま す。 debug auto qos 特権 EXEC コマン ドを
使用すると 、 auto-QoS のデバッ ギングがイネーブルになり ま す。 詳細については、 debug auto 
qos コマン ドを参照してく ださ い。

ポート の auto-QoS をディ セーブルにするには、 no auto qos trust インターフェ イス  コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 こ のポート に対して、 自動 QoS によって生成さ れた
インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドだけが削除さ れま す。 auto-QoS を イネー
ブルにした 後のポート で、 no auto qos trust コマン ドを入力すると 、 auto-QoS によって生成
さ れたグローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドが残って いる場合でも 、 auto-QoS はディ
セーブルと 見なさ れま す （グローバル コ ンフィ ギュレーショ ンによって影響を受ける他のポー
ト でのト ラフィ ッ クの中断を避けるため）。 no mls qos グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コ
マン ドを使用して、 自動 QoS によって生成さ れたグローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン
ドをディ セーブルにできま す。 QoS がディ セーブルの場合は、 パケッ ト が変更さ れないため、
信頼でき るポート または信頼でき ないポート と いった概念はあり ません。 パケッ ト 内の CoS、
DSCP、 および IP precedence 値は変更さ れません。 ト ラフィ ッ ク は Pass-Through モードでス
イッ チングさ れま す。 パケッ ト は書き換えら れるこ と なく ス イッ チングさ れ、 ポリ シングなし
のベスト  エフォート に分類さ れま す。

例 次の例では、 信頼でき ないデバイスの  auto-QoS 分類を イネーブルにし、 ト ラフィ ッ クをポリ シ
ングする方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# auto qos classify police

設定を確認するには、 show auto qos interface interface-id 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

debug auto qos auto-QoS 機能のデバッ グを イネーブルにしま す。

mls qos trust ポート の信頼状態を設定しま す。

srr-queue bandwidth share 共有する重みを割り 当て、ポート にマッ ピングさ れた  4 
つの出力キュー上で帯域幅の共有を イネーブルにしま
す。

queue-set ポート をキューセッ ト にマッ ピングしま す。
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show auto qos auto-QoS 情報を表示しま す。

show mls qos interface ポート  レベルで QoS 情報を表示しま す。

コマンド 説明
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auto qos trust
Quality of Service （QoS） ドメ イン内で信頼でき るインターフェ イスの  QoS 分類を自動設定す
るには、 ス イッ チ スタッ クまたはスタ ン ドアロ ン ス イッ チ上で、 auto qos trust インターフェ
イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマ
ン ドの no 形式を使用しま す。

auto qos trust {cos | dscp}

no auto qos trust {cos | dscp}

構文の説明

デフォルト auto-QoS 信頼は、 すべてのポート でディ セーブルです。

auto-QoS がイネーブルの場合は、 入力パケッ ト のラベルを使用して、 ト ラフィ ッ クの分類、 パ
ケッ ト  ラベルの割り 当て、 および入力 / 出力キューの設定を行いま す。

cos CoS パケッ ト 分類を信頼しま す。

dscp DSCP パケッ ト 分類を信頼しま す。

表 2-3 ト ラフィ ッ ク  タ イプ、 パケッ ト  ラベル、 およびキュー

VoIP データ  
ト ラフィ ッ
ク

VoIP コ ント
ロール 
ト ラフィ ッ ク

ルーティ ング プ
ロト コ ル ト ラ
フィ ッ ク

STP1 BPDU2 
ト ラフィ ッ
ク

1. STP = Spanning-Tree Protocol （スパニングツリ ー プロト コ ル）

2. BPDU = Bridge Protocol Data Unit （ブリ ッ ジ プロト コ ル データ  ユニッ ト ）

リ アルタ イ
ム ビデオ ト
ラフィ ッ ク

その他すべてのト
ラフィ ッ ク

DSCP3

3. DSCP = Differentiated Services Code Point （Diffserv コー ド  ポイント ）

46 24、 26 48 56 34 –

CoS4

4. CoS = Class of Service （サービス  ク ラス）

5 3 6 7 3 –

CoS から入力
キューへのマッ
ピング

4、 5 （キュー 2） 0、 1、 2、 3、 6、 7
（キュー 1）

CoS から出力
キューへのマッ
ピング

4、 5 
（キュー 1）

2、 3、 6、 7 （キュー 2） 0 （キュー 
3）

 2 
（キュー 
3）

0、 1
（キュー 
4）

表 2-4 入力キューに対する自動 QoS の設定

入力キュー キュー番号
CoS からキューへ
のマッ ピング

キュー ウェ イト
（帯域幅）

キュー （バッ
フ ァ） サイズ 

SRR 1 共有

1. SRR = Shaped Round Robin （シェ イプ ド  ラ ウン ド  ロ ビン）。 入力キューは共有モードだけをサポート しま す。

1 0、 1、 2、 3、 6、 7 70% 90%

プラ イオリ ティ 2 4、 5 30% 10%
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コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン QoS ドメ イン内の信頼インターフェ イスに QoS を設定する場合は、 このコマン ドを使用しま
す。 QoS ドメ インには、 ス イッ チ、 ネッ ト ワーク内部、 QoS の着信ト ラフィ ッ クを分類するこ
と のでき るエッ ジ装置などが含ま れま す。

Auto-QoS は、 ス イッ チが信頼インターフェ イスと 接続するよ うに設定しま す。 着信パケッ ト
の  QoS ラベルは信頼さ れま す。 非ルーテッ ド  ポート の場合は、 着信パケッ ト の CoS 値が信頼
さ れま す。 ルーテッ ド  ポート では、 着信パケッ ト の DSCP 値が信頼さ れま す。

自動 QoS のデフォ ルト を利用するには、 自動 QoS を イネーブルにしてから、 その他の  QoS コ
マン ドを設定する必要があり ま す。 auto-QoS を イネーブルにした後で、 auto-QoS を調整できま
す。

ポート に auto-QoS 信頼が設定さ れると 、 ポート はポート 上のすべてのパケッ ト を信頼しま す。
パケッ ト に DSCP または CoS 値がマーキングさ れて いない場合、 デフォ ルト のマーキングが実
行さ れま す。

（注） ス イッ チは、 コマン ド ラ イン インターフェ イス （CLI） からコマン ドが入力さ れた場合と 同じ
よ うに、 auto-QoS によって生成さ れたコマン ドを適用しま す。 既存のユーザ設定では、 生成さ
れたコマン ドの適用に失敗するこ と があり ま す。 また、 生成さ れたコマン ドで既存の設定が上
書き さ れるこ と も あり ま す。 こ れらのアクショ ンは、 警告を表示せずに実行さ れま す。 すべて
の生成コマン ドが正常に適用さ れた場合、 上書き さ れなかったユーザ入力設定が実行コ ンフィ
ギュレーショ ンに残り ま す。 上書き さ れたユーザ入力の設定は、 現在の設定をメ モリ に保存せ
ずに、 ス イッ チを リ ロー ドすると 復元できま す。 生成さ れたコマン ドの適用に失敗した場合
は、 前の実行コ ンフィ ギュレーショ ンが復元さ れま す。

自動 QoS を イネーブルにした後、 名前に AutoQoS を含むポリ シー マッ プや集約ポリ サーを変
更し ないでく ださ い。 ポリ シー マッ プや集約ポリ サーを変更する必要がある場合、 そのコ ピー
を作成し、 コ ピーしたポリ シー マッ プやポリ サーを変更しま す。 生成さ れたポリ シー マッ プ
の代わり に新し いポリ シー マッ プを使用するには、 生成したポリ シー マッ プを インターフェ
イスから削除して、 新し いポリ シー マッ プを適用しま す。

表 2-5 出力キューに対する自動 QoS の設定

出力キュー キュー番号
CoS からキューへ
のマッ ピング

キュー ウェ イト
（帯域幅）

ギガビッ ト 対応ポー
ト のキュー （バッ
フ ァ） サイズ

10/100 イーサ
ネッ ト  ポート の
キュー （バッ
フ ァ） サイズ

プラ イオリ ティ
（シェ イプ ド）

1 4、 5 大 100% 25% 15%

SRR 共有 2 2、 3、 6、 7 10% 25% 25%

SRR 共有 3 0 60% 25% 40%

SRR 共有 4 1 20% 25% 20%

リ リース 変更内容

12.2(55)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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auto-QoS がイネーブルのと き に自動的に生成さ れる QoS の設定を表示するには、 auto-QoS を
イネーブルにする前にデバッ グを イネーブルにしま す。 debug auto qos 特権 EXEC コマン ドを
使用すると 、 auto-QoS のデバッ ギングがイネーブルになり ま す。 詳細については、 debug auto 
qos コマン ドを参照してく ださ い。

ポート の auto-QoS をディ セーブルにするには、 no auto qos trust インターフェ イス  コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 こ のポート に対して、 自動 QoS によって生成さ れた
インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドだけが削除さ れま す。 auto-QoS を イネー
ブルにした 後のポート で、 no auto qos trust コマン ドを入力すると 、 auto-QoS によって生成
さ れたグローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドが残って いる場合でも 、 auto-QoS はディ
セーブルと 見なさ れま す （グローバル コ ンフィ ギュレーショ ンによって影響を受ける他のポー
ト でのト ラフィ ッ クの中断を避けるため）。 no mls qos グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コ
マン ドを使用して、 自動 QoS によって生成さ れたグローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン
ドをディ セーブルにできま す。 QoS がディ セーブルの場合は、 パケッ ト が変更さ れない （パ
ケッ ト 内の CoS、 DSCP、 および IP precedence 値は変更さ れない） ため、 信頼でき るポート ま
たは信頼でき ないポート と いった概念はあり ません。 ト ラフィ ッ ク は Pass-Through モードでス
イッ チングさ れま す （パケッ ト は書き換えら れるこ と なく ス イッ チングさ れ、 ポリ シングなし
のベスト  エフォート に分類さ れま す）。

例 次の例では、 特定の  cos 分類を持つ信頼でき るインターフェ イスの  auto-QoS を イネーブルにす
る方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# auto qos trust cos

設定を確認するには、 show auto qos interface interface-id 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

debug auto qos auto-QoS 機能のデバッ グを イネーブルにしま す。

mls qos trust ポート の信頼状態を設定しま す。

srr-queue bandwidth share 共有する重みを割り 当て、ポート にマッ ピングさ れた  4 
つの出力キュー上で帯域幅の共有を イネーブルにしま
す。

queue-set ポート をキューセッ ト にマッ ピングしま す。

show auto qos auto-QoS 情報を表示しま す。

show mls qos interface ポート  レベルで QoS 情報を表示しま す。
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auto qos video
QoS ドメ イン内の ビデオに対して  Quality of Service （QoS） を自動設定するには、 ス イッ チ ス
タッ ク上またはスタ ン ドアロ ン ス イッ チ上で auto qos video インターフェ イス  コ ンフィ ギュ
レーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使
用しま す。

auto qos video {cts | ip-camera}

no auto qos video {cts | ip-camera}

構文の説明

デフォルト Auto-QoS ビデオは、 ポート 上でディ セーブルに設定さ れて いま す。

auto-QoS がイネーブルの場合は、 入力パケッ ト のラベルを使用して、 ト ラフィ ッ クの分類、 パ
ケッ ト  ラベルの割り 当て、 および入力 / 出力キューの設定を行いま す。

cts このポート が Cisco TelePresence System に接続さ れて いると 判断し、 ビデオ
の  QoS を自動設定しま す。

ip-camera Cisco IP カメ ラにこ のポート が接続さ れて いると 判断し、 自動的にビデオの  
QoS を設定しま す。

表 2-6 ト ラフィ ッ ク  タ イプ、 パケッ ト  ラベル、 およびキュー

VoIP データ  
ト ラフィ ッ
ク

VoIP コ ント
ロール 
ト ラフィ ッ ク

ルーティ ング プ
ロト コ ル ト ラ
フィ ッ ク

STP1 BPDU2 
ト ラフィ ッ
ク

1. STP = Spanning-Tree Protocol （スパニングツリ ー プロト コ ル）

2. BPDU = Bridge Protocol Data Unit （ブリ ッ ジ プロト コ ル データ  ユニッ ト ）

リ アルタ イ
ム ビデオ ト
ラフィ ッ ク

その他すべてのト
ラフィ ッ ク

DSCP3

3. DSCP = Differentiated Services Code Point （Diffserv コー ド  ポイント ）

46 24、 26 48 56 34 –

CoS4

4. CoS = Class of Service （サービス  ク ラス）

5 3 6 7 3 –

CoS から入力
キューへのマッ
ピング

4、 5 （キュー 2） 0、 1、 2、 3、 6、 7
（キュー 1）

CoS から出力
キューへのマッ
ピング

4、 5 
（キュー 1）

2、 3、 6、 7 （キュー 2） 0 （キュー 
3）

 2 
（キュー 
3）

0、 1
（キュー 
4）

表 2-7 入力キューに対する自動 QoS の設定

入力キュー キュー番号
CoS からキューへ
のマッ ピング

キュー ウェ イト
（帯域幅）

キュー （バッ
フ ァ） サイズ 

SRR 1 共有

1. SRR = Shaped Round Robin （シェ イプ ド  ラ ウン ド  ロ ビン）。 入力キューは共有モードだけをサポート しま す。

1 0、 1、 2、 3、 6、 7 70% 90%

プラ イオリ ティ 2 4、 5 30% 10%
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コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン QoS ドメ イン内の ビデオ ト ラフィ ッ ク に適切な QoS を設定するには、 このコマン ドを使用し
ま す。 QoS ドメ インには、 ス イッ チ、 ネッ ト ワーク内部、 QoS の着信ト ラフィ ッ クを分類する
こ と のでき るエッ ジ装置などが含ま れま す。

Auto-Qos はス イッ チを設定し、Cisco TelePresence システ ムおよび Cisco IP カメ ラと ビデオ接続
しま す。

自動 QoS のデフォ ルト を利用するには、 自動 QoS を イネーブルにしてから、 その他の  QoS コ
マン ドを設定する必要があり ま す。 auto-QoS を イネーブルにした後で、 auto-QoS を調整できま
す。

（注） ス イッ チは、 コマン ド ラ イン インターフェ イス （CLI） からコマン ドが入力さ れた場合と 同じ
よ うに、 auto-QoS によって生成さ れたコマン ドを適用しま す。 既存のユーザ設定では、 生成さ
れたコマン ドの適用に失敗するこ と があり ま す。 また、 生成さ れたコマン ドで既存の設定が上
書き さ れるこ と も あり ま す。 こ れらのアクショ ンは、 警告を表示せずに実行さ れま す。 すべて
の生成コマン ドが正常に適用さ れた場合、 上書き さ れなかったユーザ入力設定が実行コ ンフィ
ギュレーショ ンに残り ま す。 上書き さ れたユーザ入力の設定は、 現在の設定をメ モリ に保存せ
ずに、 ス イッ チを リ ロー ドすると 復元できま す。 生成さ れたコマン ドの適用に失敗した場合
は、 前の実行コ ンフィ ギュレーショ ンが復元さ れま す。

こ れが auto-QoS を イネーブルにする 初のポート の場合は、 auto-QoS によって生成さ れたグ
ローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドに続いて インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ
ン コマン ドが実行さ れま す。 別のポート で auto-QoS を イネーブルにすると 、 そのポート に対
して  auto-QoS によって生成さ れた インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドだけが
実行さ れま す。

表 2-8 出力キューに対する自動 QoS の設定

出力キュー キュー番号
CoS からキューへ
のマッ ピング

キュー ウェ イト
（帯域幅）

ギガビッ ト 対応ポー
ト のキュー （バッ
フ ァ） サイズ

10/100 イーサ
ネッ ト  ポート の
キュー （バッ
フ ァ） サイズ

プラ イオリ ティ
（シェ イプ ド）

1 4、 5 大 100% 25% 15%

SRR 共有 2 2、 3、 6、 7 10% 25% 25%

SRR 共有 3 0 60% 25% 40%

SRR 共有 4 1 20% 25% 20%

リ リース 変更内容

12.2(55)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
2-57
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
auto qos video
初のポート で auto-QoS 機能を イネーブルにすると 、 次の自動アクショ ンが実行さ れま す。

• QoS がグローバルにイネーブルになり （mls qos グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマ
ン ド）、 そのあと 、 他のグローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドが追加さ れま す。

• 自動 QoS を イネーブルにした後、名前に AutoQoS を含むポリ シー マッ プや集約ポリ サーを
変更し ないでく ださ い。 ポリ シー マッ プや集約ポリ サーを変更する必要がある場合、 その
コ ピーを作成し、 コ ピーしたポリ シー マッ プやポリ サーを変更しま す。 生成さ れたポリ
シー マッ プの代わり に新し いポリ シー マッ プを使用するには、 生成したポリ シー マッ プ
を インターフェ イスから削除して、 新し いポリ シー マッ プを適用しま す。

auto-QoS がイネーブルのと き に自動的に生成さ れる QoS の設定を表示するには、 auto-QoS を
イネーブルにする前にデバッ グを イネーブルにしま す。 debug auto qos 特権 EXEC コマン ドを
使用すると 、 auto-QoS のデバッ ギングがイネーブルになり ま す。 詳細については、 debug auto 
qos コマン ドを参照してく ださ い。

ポート の Auto-QoS をディ セーブルにするには、 no auto qos video インターフェ イス  コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 こ のポート に対して、 自動 QoS によって生成さ れた
インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドだけが削除さ れま す。 Auto-QoS がイネー
ブルである 後のポート で no auto qos video コマン ドを入力すると 、Auto-QoS 生成のグローバ
ル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドが残って いたと しても 、 Auto-QoS はディ セーブルになっ
たと 認識さ れま す （グローバル コ ンフィ ギュレーショ ンに影響を受ける他のポート のト ラ
フィ ッ ク障害を回避するため）。 no mls qos グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使
用して、 自動 QoS によって生成さ れたグローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドをディ
セーブルにできま す。 QoS がディ セーブルの場合は、 パケッ ト が変更さ れない （パケッ ト 内の  
CoS、 DSCP、 および IP precedence 値は変更さ れない） ため、 信頼でき るポート または信頼で
き ないポート と いった概念はあり ません。 ト ラフィ ッ ク は Pass-Through モードでス イッ チング
さ れま す （パケッ ト は書き換えら れるこ と なく ス イッ チングさ れ、 ポリ シングなしのベスト  エ
フォート に分類さ れま す）。

例 次の例では、条件付き  trust で Cisco Telepresence インターフェ イスに対し  Auto-QoS を イネーブ
ルにする方法を示しま す。この インターフェ イスが信頼さ れるのは Cisco Telepresence デバイス
が検出さ れた場合だけで、 それ以外はこ のポート は信頼性なしになり ま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# auto qos video cts

設定を確認するには、 show auto qos video interface interface-id 特権 EXEC コマン ドを入力しま
す。

関連コマンド コマンド 説明

debug auto qos auto-QoS 機能のデバッ グを イネーブルにしま す。

mls qos trust ポート の信頼状態を設定しま す。

srr-queue bandwidth share 共有する重みを割り 当て、ポート にマッ ピングさ れた  4 
つの出力キュー上で帯域幅の共有を イネーブルにしま
す。

queue-set ポート をキューセッ ト にマッ ピングしま す。

show auto qos auto-QoS 情報を表示しま す。

show mls qos interface ポート  レベルで QoS 情報を表示しま す。
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auto qos voip 
auto qos voip インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 Quality of 
Service （QoS） ドメ イン内で Voice over IP （VoIP） の  QoS を自動設定しま す。 デフォ ルト 設定
に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

auto qos voip {cisco-phone | cisco-softphone | trust}

no auto qos voip [cisco-phone | cisco-softphone | trust]

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト auto-QoS がイネーブルの場合は、 入力パケッ ト のラベルを使用して、 ト ラフィ ッ クの分類、 パ
ケッ ト  ラベルの割り 当て、 および入力 / 出力キューの設定を行いま す。

cisco-phone こ のポート が Cisco IP Phone に接続さ れて いると 判断し、 VoIP の  QoS を自
動設定しま す。 着信パケッ ト の  QoS ラベルが信頼さ れるのは、 IP Phone が
検知さ れる場合に限り ま す。

cisco-softphone こ のポート が Cisco SoftPhone が動作して いる装置に接続さ れて いると 判断
し、 VoIP の  QoS を自動設定しま す。

trust こ のポート が信頼でき るス イッ チまたはルータに接続さ れて いると 判断し、
自動的に VoIP の  QoS を設定しま す。 着信パケッ ト の  QoS ラベルは信頼さ
れま す。 非ルーテッ ド  ポート の場合は、 着信パケッ ト の CoS 値が信頼さ れ
ま す。

表 2-9 ト ラフィ ッ ク  タ イプ、 パケッ ト  ラベル、 およびキュー

VoIP デー
タ  ト ラ
フィ ッ ク

VoIP コ ント
ロール 
ト ラフィ ッ ク

ルーティ ング 
プロト コ ル ト
ラフィ ッ ク

STP1 BPDU2 
ト ラフィ ッ
ク

1. STP = Spanning-Tree Protocol （スパニングツリ ー プロト コ ル）

2. BPDU = Bridge Protocol Data Unit （ブリ ッ ジ プロト コ ル データ  ユニッ ト ）

リ アルタ イ ム 
ビデオ ト ラ
フィ ッ ク

その他すべてのト ラ
フィ ッ ク

DSCP3

3. DSCP = Differentiated Services Code Point （Diffserv コー ド  ポイント ）

46 24、 26 48 56 34 –

CoS4

4. CoS = Class of Service （サービス  ク ラス）

5 3 6 7 3 –

CoS から入力
キューへのマッ
ピング

4、 5 （キュー 2） 0、 1、 2、 3、 6、 7
（キュー 1）

CoS から出力
キューへのマッ
ピング

4、 5 
（キュー 1）

2、 3、 6、 7 （キュー 2） 0 （キュー 3）  2 
（キュー 3）

0、 1
（キュー 4）
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コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン QoS ドメ イン内の  VoIP ト ラフィ ッ ク に適切な QoS を設定する場合は、 このコマン ドを使用し
ま す。 QoS ドメ インには、 ス イッ チ、 ネッ ト ワーク内部、 QoS の着信ト ラフィ ッ クを分類する
こ と のでき るエッ ジ装置などが含ま れま す。

Auto-QoS は、 ス イッ チと ルーテッ ド  ポート 上の Cisco IP Phone を使用した  VoIP と 、 Cisco 
SoftPhone アプリ ケーショ ンが稼働する装置を使用した  VoIP に対してス イッ チを設定しま す。
こ れらのリ リ ースは Cisco IP SoftPhone バージョ ン 1.3(3) 以降だけをサポート しま す。接続さ れ
る装置は Cisco Call Manager バージョ ン 4 以降を使用する必要があり ま す。

show auto qos コマン ド出力は Cisco IP Phone のサービス  ポリ シー情報を表示しま す。

自動 QoS のデフォ ルト を利用するには、 自動 QoS を イネーブルにしてから、 その他の  QoS コ
マン ドを設定する必要があり ま す。 auto-QoS を イネーブルにした後で、 auto-QoS を調整できま
す。

（注） ス イッ チは、 コマン ド ラ イン インターフェ イス （CLI） からコマン ドが入力さ れた場合と 同じ
よ うに、 auto-QoS によって生成さ れたコマン ドを適用しま す。 既存のユーザ設定では、 生成さ
れたコマン ドの適用に失敗するこ と があり ま す。 また、 生成さ れたコマン ドで既存の設定が上

表 2-10 入力キューに対する自動 QoS の設定

入力キュー キュー番号
CoS からキューへ
のマッ ピング

キュー ウェ イト
（帯域幅）

キュー （バッ
フ ァ） サイズ 

SRR 1 共有

1. SRR = Shaped Round Robin （シェ イプ ド  ラ ウン ド  ロ ビン）。 入力キューは共有モードだけをサポート しま す。

1 0、 1、 2、 3、 6、 7 70% 90%

プラ イオリ ティ 2 4、 5 30% 10%

表 2-11 出力キューに対する自動 QoS の設定

出力キュー キュー番号
CoS からキューへ
のマッ ピング

キュー ウェ イト
（帯域幅）

ギガビッ ト 対応ポー
ト のキュー （バッ
フ ァ） サイズ

10/100 イーサ
ネッ ト  ポート の
キュー （バッ
フ ァ） サイズ

プラ イオリ ティ
（シェ イプ ド）

1 4、 5 大 100% 25% 15%

SRR 共有 2 2、 3、 6、 7 10% 25% 25%

SRR 共有 3 0 60% 25% 40%

SRR 共有 4 1 20% 25% 20%

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(55)SE 拡張 auto-QoS のサポート が追加さ れま した。
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書き さ れるこ と も あり ま す。 こ れらのアクショ ンは、 警告を表示せずに実行さ れま す。 すべて
の生成コマン ドが正常に適用さ れた場合、 上書き さ れなかったユーザ入力設定が実行コ ンフィ
ギュレーショ ンに残り ま す。 上書き さ れたユーザ入力の設定は、 現在の設定をメ モリ に保存せ
ずに、 ス イッ チを リ ロー ドすると 復元できま す。 生成さ れたコマン ドの適用に失敗した場合
は、 前の実行コ ンフィ ギュレーショ ンが復元さ れま す。

こ れが auto-QoS を イネーブルにする 初のポート の場合は、 auto-QoS によって生成さ れたグ
ローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドに続いて インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ
ン コマン ドが実行さ れま す。 別のポート で auto-QoS を イネーブルにすると 、 そのポート に対
して  auto-QoS によって生成さ れた インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドだけが
実行さ れま す。

初のポート で auto-QoS 機能を イネーブルにすると 、 次の自動アクショ ンが実行さ れま す。

• QoS がグローバルにイネーブルになり （mls qos グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマ
ン ド）、 そのあと 、 他のグローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドが追加さ れま す。

• Cisco IP Phone に接続さ れたネッ ト ワーク  エッ ジのポート で auto qos voip cisco-phone イン
ターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力すると 、 ス イッ チにより 信頼境界の
機能がイネーブルになり ま す。 ス イッ チは、 Cisco Discovery Protocol （CDP） を使用して、
Cisco IP Phone が存在するかし ないかを検出しま す。 Cisco IP Phone が検出さ れると 、 ポー
ト の入力分類は、 パケッ ト で受け取った  QoS ラベルを信頼するよ うに設定さ れま す。 ま
た、 ス イッ チはポリ シングを使用してパケッ ト がプロフ ァイ ル内か、 プロフ ァイ ル外かを
判断し、 パケッ ト に対するアクショ ンを指定しま す。 パケッ ト に 24、 26、 または 46 と い
う  DSCP 値がない場合、 またはパケッ ト がプロフ ァイ ル外にある場合、 ス イッ チは DSCP 
値を  0 に変更しま す。 Cisco IP Phone がない場合、入力分類は、 パケッ ト の  QoS ラベルを信
頼し ないよ うに設定さ れま す。 ス イッ チは、 ポート の入力キューと 出力キューを、 表 2-10 
および表 2-11 の設定値に従って設定しま す。 ポリ シングがポリ シー マッ プ分類と 一致した
ト ラフィ ッ ク に適用さ れた後で、 ス イッ チが信頼境界の機能を イネーブルにしま す。

ス イッ チ ポート が Cisco IOS Release 12.2(37)SE かそれより も前のリ リ ースで auto qos voip 
cisco-phone インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して設定さ れた場
合、 auto-QoS によって  Cisco IOS Release 12.2(40)SE に新し く 生成さ れたコマン ドは、 ポー
ト に適用さ れません。 こ のよ うなコマン ドを自動的に適用するには、 設定を削除してから
ポート に再度適用する必要があり ま す。

• Cisco SoftPhone が動作する装置に接続さ れたネッ ト ワーク  エッ ジにあるポート に auto qos 
voip cisco-softphone インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力した場合、
ス イッ チはポリ シングを使用してパケッ ト がプロフ ァイ ル内かプロフ ァイ ル外かを判断し、
パケッ ト に対するアクショ ンを指定しま す。 パケッ ト に 24、 26、 または 46 と いう  DSCP 値
がない場合、 またはパケッ ト がプロフ ァイ ル外にある場合、 ス イッ チは DSCP 値を  0 に変
更しま す。 ス イッ チは、 ポート の入力キューと 出力キューを、 表 2-10 および表 2-11 の設定
値に従って設定しま す。

• ネッ ト ワーク内部に接続さ れたポート 上で auto qos voip trust インターフェ イス  コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを入力すると 、 ス イッ チは入力パケッ ト でルーティ ングさ れない
ポート の CoS 値を信頼しま す （ト ラフィ ッ ク が他のエッ ジ装置ですでに分類さ れて いるこ
と が前提条件になり ま す）。 ス イッ チは、 ポート の入力キューと 出力キューを、 表 2-10 お
よび表 2-11 の設定値に従って設定しま す。

スタティ ッ ク  ポート 、 ダイナミ ッ ク  アク セス  ポート 、 音声 VLAN アク セス  ポート 、 およびト
ランク  ポート で auto-QoS を イネーブルにするこ と ができま す。ルーテッ ド  ポート にある Cisco 
IP Phone で auto-QoS を イネーブルにする場合、 スタティ ッ ク  IP アドレスを  IP Phone に割り 当
て る必要があり ま す。
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（注） Cisco SoftPhone が稼働する装置がス イッ チまたはルーテッ ド  ポート に接続さ れて いる場合、 ス
イッ チはポート ごと に 1 つの  Cisco SoftPhone アプリ ケーショ ンだけをサポート しま す。

自動 QoS を イネーブルにした後、 名前に AutoQoS を含むポリ シー マッ プや集約ポリ サーを変
更し ないでく ださ い。 ポリ シー マッ プや集約ポリ サーを変更する必要がある場合、 そのコ ピー
を作成し、 コ ピーしたポリ シー マッ プやポリ サーを変更しま す。 生成さ れたポリ シー マッ プ
の代わり に新し いポリ シー マッ プを使用するには、 生成したポリ シー マッ プを インターフェ
イスから削除して、 新し いポリ シー マッ プを適用しま す。

auto-QoS がイネーブルのと き に自動的に生成さ れる QoS の設定を表示するには、 auto-QoS を
イネーブルにする前にデバッ グを イネーブルにしま す。 debug auto qos 特権 EXEC コマン ドを
使用すると 、 auto-QoS のデバッ ギングがイネーブルになり ま す。

ポート の auto-QoS をディ セーブルにするには、 no auto qos voip インターフェ イス  コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 こ のポート に対して、 自動 QoS によって生成さ れた
インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドだけが削除さ れま す。 auto-QoS を イネー
ブルにした 後のポート で、 no auto qos voip コマン ドを入力すると 、 auto-QoS によって生成さ
れたグローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドが残って いる場合でも 、 auto-QoS はディ
セーブルと 見なさ れま す （グローバル コ ンフィ ギュレーショ ンによって影響を受ける他のポー
ト でのト ラフィ ッ クの中断を避けるため）。 no mls qos グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コ
マン ドを使用して、 自動 QoS によって生成さ れたグローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン
ドをディ セーブルにできま す。 QoS がディ セーブルの場合は、 パケッ ト が変更さ れない （パ
ケッ ト 内の CoS、 DSCP、 および IP precedence 値は変更さ れない） ため、 信頼でき るポート ま
たは信頼でき ないポート と いった概念はあり ません。 ト ラフィ ッ ク は Pass-Through モードでス
イッ チングさ れま す （パケッ ト は書き換えら れるこ と なく ス イッ チングさ れ、 ポリ シングなし
のベスト  エフォート に分類さ れま す）。

auto qos voip コマン ドがイネーブルであるポート では、 生成さ れる queue-set ID はインター
フェ イスによって異なり ま す。

• フ ァスト  イーサネッ ト  インターフェ イスでは、 auto-QoS は queue-set 1 （デフォ ルト ） を生
成しま す。

• ギガビッ ト  イーサネッ ト  インターフェ イスでは、 auto-QoS は queue-set 2 を生成しま す。

こ れは、 auto qos voip cisco-phone コマン ドの拡張コ ンフィ ギュレーショ ンです。

Switch(config)# mls qos map policed-dscp  0 10 18 to 8
Switch(config)# mls qos map cos-dscp 0 8 16 24 32 46 48 56
Switch(config)# class-map match-all AUTOQOS_VOIP_DATA_CLASS
Switch(config-cmap)# match ip dscp ef 
Switch(config)# class-map match-all AUTOQOS_DEFAULT_CLASS
Switch(config-cmap)# match access-group name AUTOQOS-ACL-DEFAULT
Switch(config)# class-map match-all AUTOQOS_VOIP_SIGNAL_CLASS
Switch(config-cmap)# match ip dscp cs3 
Switch(config)# policy-map AUTOQOS-SRND4-CISCOPHONE-POLICY
Switch(config-pmap)# class AUTOQOS_VOIP_DATA_CLASS
Switch(config-pmap-c)# set dscp ef
Switch(config-pmap-c)# police 128000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
Switch(config-pmap)# class AUTOQOS_VOIP_SIGNAL_CLASS
Switch(config-pmap-c)# set dscp cs3
Switch(config-pmap-c)# police 32000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
Switch(config-pmap)# class AUTOQOS_DEFAULT_CLASS
Switch(config-pmap-c)# set dscp default
Switch(config-pmap-c)# police 10000000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
Switch(config-if)# service-policy input AUTOQOS-SRND4-CISCOPHONE-POLICY

こ れは、 auto qos voip cisco-softphone コマン ドの拡張コ ンフィ ギュレーショ ンです。
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Switch(config)# mls qos map policed-dscp  0 10 18 to 8
Switch(config)# mls qos map cos-dscp 0 8 16 24 32 46 48 56
Switch(config)# class-map match-all AUTOQOS_MULTIENHANCED_CONF_CLASS
Switch(config-cmap)# match access-group name AUTOQOS-ACL-MULTIENHANCED-CONF
Switch(config)# class-map match-all AUTOQOS_VOIP_DATA_CLASS
Switch(config-cmap)# match ip dscp ef 
Switch(config)# class-map match-all AUTOQOS_DEFAULT_CLASS
Switch(config-cmap)# match access-group name AUTOQOS-ACL-DEFAULT
Switch(config)# class-map match-all AUTOQOS_TRANSACTION_CLASS
Switch(config-cmap)# match access-group name AUTOQOS-ACL-TRANSACTIONAL-DATA
Switch(config)# class-map match-all AUTOQOS_VOIP_SIGNAL_CLASS
Switch(config-cmap)# match ip dscp cs3 
Switch(config)# class-map match-all AUTOQOS_SIGNALING_CLASS
Switch(config-cmap)# match access-group name AUTOQOS-ACL-SIGNALING
Switch(config)# class-map match-all AUTOQOS_BULK_DATA_CLASS
Switch(config-cmap)# match access-group name AUTOQOS-ACL-BULK-DATA
Switch(config)# class-map match-all AUTOQOS_SCAVANGER_CLASS
Switch(config-cmap)# match access-group name AUTOQOS-ACL-SCAVANGER

Switch(config)# policy-map AUTOQOS-SRND4-SOFTPHONE-POLICY
Switch(config-pmap)# class AUTOQOS_VOIP_DATA_CLASS
Switch(config-pmap-c)# set dscp ef
Switch(config-pmap-c)# police 128000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
Switch(config-pmap)# class AUTOQOS_VOIP_SIGNAL_CLASS
Switch(config-pmap-c)# set dscp cs3
Switch(config-pmap-c)# police 32000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
Switch(config-pmap)# class AUTOQOS_MULTIENHANCED_CONF_CLASS
Switch(config-pmap-c)# set dscp af41
Switch(config-pmap-c)# police 5000000 8000 exceed-action drop
Switch(config-pmap)# class AUTOQOS_BULK_DATA_CLASS
Switch(config-pmap-c)# set dscp af11
Switch(config-pmap-c)# police 10000000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
Switch(config-pmap)# class AUTOQOS_TRANSACTION_CLASS
Switch(config-pmap-c)# set dscp af21
Switch(config-pmap-c)# police 10000000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
Switch(config-pmap)# class AUTOQOS_SCAVANGER_CLASS
Switch(config-pmap-c)# set dscp cs1
Switch(config-pmap-c)# police 10000000 8000 exceed-action drop
Switch(config-pmap)# class AUTOQOS_SIGNALING_CLASS
Switch(config-pmap-c)# set dscp cs3
Switch(config-pmap-c)# police 32000 8000 exceed-action drop
Switch(config-pmap)# class AUTOQOS_DEFAULT_CLASS
Switch(config-pmap-c)# set dscp default
Switch(config-if)# service-policy input AUTOQOS-SRND4-SOFTPHONE-POLICY

例 次の例では、 ポート に接続さ れて いるス イッ チまたはルータが信頼でき る装置である場合に、
auto-QoS を イネーブルにし、 着信パケッ ト で受信した  QoS ラベルを信頼する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# auto qos voip trust

設定を確認するには、 show auto qos interface interface-id 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。
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関連コマンド コマンド 説明

debug auto qos auto-QoS 機能のデバッ グを イネーブルにしま す。

mls qos cos デフォ ルト のポート  CoS 値を定義するか、 あるいは
ポート のすべての着信パケッ ト にデフォ ルト の CoS 値
を割り 当てま す。

mls qos map CoS/DSCP マッ プまたは DSCP/CoS マッ プを定義しま
す。

mls qos queue-set output buffers バッ フ ァをキューセッ ト に割り 当てま す。

mls qos srr-queue input bandwidth シェ イプ ド  ラ ウン ドロ ビン （SRR） の重みを入力
キューに割り 当てま す。

mls qos srr-queue input buffers 入力キュー間のバッ フ ァを割り 当てま す。

mls qos srr-queue input cos-map CoS 値を入力キューにマッ ピングするか、 または CoS 
値をキューと しき い値 ID にマッ ピングしま す。

mls qos srr-queue input dscp-map DSCP 値を入力キューにマッ ピングするか、 または 
DSCP 値をキューと しき い値 ID にマッ ピングしま す。

mls qos srr-queue input 
priority-queue

入力プラ イオリ ティ  キューを設定し、 帯域幅を保証し
ま す。

mls qos srr-queue output cos-map CoS 値を出力キューにマッ ピング、 または CoS 値を
キューおよびしき い値 ID にマッ ピングしま す。

mls qos srr-queue output dscp-map DSCP 値を出力キュー、 またはキューと しき い値 ID に
マッ ピングしま す。

mls qos trust ポート の信頼状態を設定しま す。

queue-set ポート をキューセッ ト にマッ ピングしま す。

show auto qos auto-QoS 情報を表示しま す。

show mls qos interface ポート  レベルで QoS 情報を表示しま す。

srr-queue bandwidth shape シェーピングさ れた重みを割り 当て、 ポート にマッ ピ
ングさ れた  4 つの出力キュー上で帯域幅シェーピング
を イネーブルにしま す。

srr-queue bandwidth share 共有する重みを割り 当て、ポート にマッ ピングさ れた  4 
つの出力キュー上で帯域幅の共有を イネーブルにしま
す。
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boot auto-copy-sw
自動アッ プグレード  プロセスを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスターから  boot 
auto-copy-sw グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 こ のコマン ドによ
り 、 Version-Mismatch モードのス イッ チは、 いずれかのスタッ ク  メ ンバ上で実行中のソ フト
ウェア イメ ージをコ ピーするか、ス イッ チ スタッ クのフ ラッ シュ  メ モリ の  tar フ ァイ ル イメ ー
ジをコ ピーして、 自動的にアッ プグレードさ れま す。 自動アッ プグレード  プロセスをディ セー
ブルにするには、 このコマン ドの no 形式を使用しま す。

boot auto-copy-sw

no boot auto-copy-sw

（注） こ のコマン ドは、LAN base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チのみでサポート さ
れて いま す。

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト イネーブル

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン Version-Mismatch モードのス イッ チは、 スタッ ク上のバージョ ンと 異なるマイナー バージョ ン
番号を持つス イッ チです。 Version-Mismatch モードのス イッ チは、 完全に機能して いるメ ンバ
と してはスタッ ク に加入できません。 スタッ ク が Version-Mismatch モードのス イッ チにコ ピー
でき るイメ ージを保有して いる場合、 自動アッ プグレード  プロセスを使用するこ と で、 スタッ
ク  メ ンバから  Version-Mismatch モードのス イッ チにイメ ージを自動でコ ピーできま す。 その場
合、 ス イッ チは Version-Mismatch モードを終了し、 再起動後に完全に機能して いるメ ンバと し
てスタッ ク に加入しま す。

自動アッ プグレード  プロセスは、 Version-Mismatch モードのス イッ チだけに影響しま す。 既存
のスタッ ク  メ ンバには影響しません。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(53)SE1 このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show boot BOOT 環境変数の設定を表示しま す。

show version ハード ウェアおよびフ ァー ムウェアのバージョ ン情報を表示しま す。
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boot buffersize
NVRAM サイズを設定するには、 ス イッ チ スタッ ク またはスタ ン ドアロ ン ス イッ チ上で boot 
buffersize グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 このコマン ドをデフォ
ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

boot buffersize size

no boot buffersize

構文の説明

デフォルト デフォ ルト の NVRAM バッ フ ァ サイズは 512 KB です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン デフォ ルト の NVRAM バッ フ ァ サイズは 512 KB です。コ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ルが大
き すぎて  NVRAM に保存でき ない場合があり ま す。 一般的に、 こ の状態はス イッ チ スタッ ク内
に多く のス イッ チがある場合に発生しま す。 より 大き いコ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ルをサ
ポート でき るよ うに、 NVRAM バッ フ ァのサイズを設定できま す。 新し い NVRAM バッ フ ァ サ
イズは、 現在および新し いすべてのメ ンバ ス イッ チに同期さ れま す。

NVRAM バッ フ ァ サイズを設定後、 ス イッ チまたはス イッ チ スタッ ク を リ ロードしま す。

ス イッ チをスタッ ク に追加し、 NVRAM サイズが異なる場合、 新し いス イッ チはスタッ ク に同
期化し、 自動的にリ ロー ドさ れま す。

例 次の例では、 NVRAM バッ フ ァ サイズを設定する方法を示しま す。

Switch(config)# boot buffersize 524288
Switch(config)# end

関連コマンド

size NVRAM バッ フ ァ サイズ （KB）

有効な範囲は 4096 ～ 1048576 です。

リ リース 変更内容

12.2(55)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show boot BOOT 環境変数の設定を表示しま す。
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boot config-file
boot config-file
システ ム設定の不揮発性コ ピーの読み込みおよび書き込みを行 うために、 Cisco IOS が使用す
るフ ァイ ル名を指定するには、 スタ ン ドアロ ン ス イッ チ上で boot config-file グローバル コ ン
フィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 
形式を使用しま す。

（注） スタッ ク構成がサポート さ れて いるのは、 Catalyst 2960-S ス イッ チだけです。

boot config-file flash:/file-url

no boot config-file

構文の説明

デフォルト デフォ ルト のコ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ルは、 flash:config.text です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 スタ ン ドアロ ン ス イッ チからだけ正常に動作しま す。

フ ァイ ル名およびディ レク ト リ 名は、 大文字と 小文字を区別しま す。

こ のコマン ドは、 CONFIG_FILE 環境変数の設定を変更しま す。 詳細については、 付録 A
「Catalyst 3750 Switch Bootloader Commands」 を参照してく ださ い。

関連コマンド

flash:/file-url コ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ルのパス （ディ レク ト リ ） および名
前です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show boot BOOT 環境変数の設定を表示しま す。
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boot enable-break
自動ブート  プロセスの中断を イネーブルにするには、 スタ ン ドアロ ン ス イッ チ上で boot 
enable-break グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。デフォ ルト 設定に戻
すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

boot enable-break

no boot enable-break

（注） スタッ ク構成がサポート さ れて いるのは、 Catalyst 2960-S ス イッ チだけです。

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト ディ セーブル コ ンソール上で Break キーを押しても自動ブート  プロセスを中断するこ と はでき
ません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 スタ ン ドアロ ン ス イッ チからだけ正常に動作しま す。

こ のコマン ドを入力すると 、 フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムが初期化さ れた後で Break キーを押
して、 自動ブート  プロセスを中断できま す。

（注） こ のコマン ドの設定に関係なく 、 ス イッ チ前面パネルの  MODE ボタ ンを押すと 、 いつでも自
動ブート  プロセスを中断するこ と ができま す。

こ のコマン ドは、 ENABLE_BREAK 環境変数の設定を変更しま す。 詳細については、 付録 A
「Catalyst 3750 Switch Bootloader Commands」 を参照してく ださ い。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show boot BOOT 環境変数の設定を表示しま す。
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boot helper
boot helper グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 ブート ローダ初期化中
に動的にフ ァイ ルをロードして、 ブート ローダの機能を拡張したり 、 パッ チを当てたり しま
す。 こ のコマン ドをデフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

boot helper filesystem:/file-url ...

no boot helper 

構文の説明

デフォルト ヘルパー フ ァイ ルはロードさ れません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ の変数は、 内部開発およびテスト 専用です。

フ ァイ ル名およびディ レク ト リ 名は、 大文字と 小文字を区別しま す。

こ のコマン ドは、 HELPER 環境変数の設定を変更しま す。 詳細については、 付録 A 「Catalyst 
3750 Switch Bootloader Commands」 を参照してく ださ い。

関連コマンド

filesystem: フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムのエイリ アスです。 システ ム ボード  フ
ラッ シュ  デバイスには flash: を使用しま す。

/file-url ローダー初期化中に動的にロードするためのパス （ディ レク ト リ ） お
よびロード可能なフ ァイ ルのリ スト です。 イメ ージ名はセミ コ ロ ンで
区切り ま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show boot BOOT 環境変数の設定を表示しま す。
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boot helper-config-file
boot helper-config-file グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 Cisco IOS ヘ
ルパー イメ ージが使用するコ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ルの名前を指定しま す。 こ のコマ
ン ドが設定さ れて いない場合は、 CONFIG_FILE 環境変数によって指定さ れたフ ァイ ルが、
ロー ドさ れたすべてのバージョ ンの  Cisco IOS に使用さ れま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ
のコマン ドの no 形式を使用しま す。

boot helper-config-file filesystem:/file-url

no boot helper-config file

構文の説明

デフォルト ヘルパー コ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ルは指定さ れません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ の変数は、 内部開発およびテスト 専用です。

フ ァイ ル名およびディ レク ト リ 名は、 大文字と 小文字を区別しま す。

こ のコマン ドは、 HELPER_CONFIG_FILE 環境変数の設定を変更しま す。 詳細については、 付
録 A 「Catalyst 3750 Switch Bootloader Commands」 を参照してく ださ い。

関連コマンド

filesystem: フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムのエイリ アスです。 システ ム 
ボード  フ ラッ シュ  デバイスには flash: を使用しま す。

/file-url ロー ドするパス （ディ レク ト リ ） およびヘルパー コ ンフィ
ギュレーショ ン フ ァイ ル

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show boot BOOT 環境変数の設定を表示しま す。
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boot manual
次回ブート  サイク ル中にス イッ チの手動起動を イネーブルにするには、 スタ ン ドアロ ン ス
イッ チ上で boot manual グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。デフォ ル
ト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

boot manual

no boot manual

（注） スタッ ク構成がサポート さ れて いるのは、 Catalyst 2960-S ス イッ チだけです。

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト 手動によ る起動はディ セーブルです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 スタ ン ドアロ ン ス イッ チからだけ正常に動作しま す。

システ ムを次回再起動すると 、 ス イッ チはブート ローダ モードで起動しま す。 こ れは switch: 
プロ ンプト によってわかり ま す。 システ ムを起動するには、 boot ブート ローダ コマン ドを使用
して起動可能なイメ ージの名前を指定しま す。

こ のコマン ドは、 MANUAL_BOOT 環境変数の設定を変更しま す。 詳細については、 付録 A
「Catalyst 3750 Switch Bootloader Commands」 を参照してく ださ い。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show boot BOOT 環境変数の設定を表示しま す。
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boot private-config-file
プラ イベート  コ ンフィ ギュレーショ ンの不揮発性コ ピーの読み込みおよび書き込みを行 うため
に Cisco IOS が使用するフ ァイ ル名を指定するには、 スタ ン ドアロ ン ス イッ チ上で boot 
private-config-file グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設
定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

boot private-config-file filename

no boot private-config-file

構文の説明

デフォルト デフォ ルト のコ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ルは、 private-config です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 スタ ン ドアロ ン ス イッ チからだけ正常に動作しま す。

フ ァイ ル名は、 大文字と 小文字を区別しま す。

例 次の例では、 プラ イベート  コ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ルの名前を  pconfig と 指定する方法
を示しま す。

Switch(config)# boot private-config-file pconfig

関連コマンド

filename プラ イベート  コ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ルの名前

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show boot BOOT 環境変数の設定を表示しま す。
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boot system
boot system グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 次回のブート  サイク ル
中にロードする Cisco IOS イメ ージを指定しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 このコマン ド
の  no 形式を使用しま す。

boot system {filesystem:/file-url ...| switch {number | all}}

no boot system

no boot system switch {number | all}

（注） スタッ ク構成がサポート さ れて いるのは、 Catalyst 2960-S ス イッ チだけです。

構文の説明

デフォルト ス イッ チは、 BOOT 環境変数内の情報を使用して、 自動的にシステ ムを起動し よ うと しま す。
こ の変数が設定さ れて いない場合、 ス イッ チは、 フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ム全体に再帰的
に縦型検索し、 初の実行可能イメ ージをロードして実行し よ うと しま す。 ディ レ ク ト リ の縦
型検索では、 検出した各サブディ レク ト リ を完全に検索してから元のディ レク ト リ での検索を
続けま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン フ ァイ ル名およびディ レク ト リ 名は、 大文字と 小文字を区別しま す。

スタッ ク  マスター上で boot system filesystem:/file-url コマン ドを入力した場合、 指定したソ フ
ト ウェア イメ ージは、 次回のブート  サイク ルの際に、 スタッ ク  マスター上でだけロードさ れ
ま す。

filesystem: フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムのエイリ アスです。 システ ム ボード  フ
ラッ シュ  デバイスには flash: を使用しま す。

/file-url ブート 可能なイメ ージのパス （ディ レク ト リ ） および名前。 各イメ ー
ジ名はセミ コ ロ ンで区切り ま す。

switch Cisco IOS イメ ージがロードさ れるス イッ チを指定しま す。

number スタッ ク  メ ンバを指定しま す （1 ～ 4、 ただし、 指定するスタッ ク  メ
ンバは 1 つのみです）。

all すべてのスタッ ク  メ ンバを指定しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(53)SE switch {number | all} キーワードが Catalyst 2960-S ス イッ チに追加さ れ

ま した。
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スタッ ク  マスター上で、 次回のブート  サイク ル中に指定のスタッ ク  メ ンバでソ フト ウェア イ
メ ージがロードさ れるよ うに指定するには、 boot system switch number コマン ドを使用しま す。
次回のブート  サイク ル中にすべてのスタッ ク  メ ンバ上でソ フト ウェア イメ ージがロードさ れ
るよ うに指定するには、 boot system switch all コマン ドを使用しま す。

boot system switch number コマン ドまたは boot system switch all コマン ドをスタッ ク  マスター
上で入力すると 、 スタッ ク  マスターはスタッ ク  メ ンバ （スタッ ク  マスターを除く ） 上にソ フ
ト ウェア イメ ージが存在して いるかど うか確認しま す。スタッ ク  メ ンバ上 （スタッ ク  メ ンバ 1 
など） にソ フト ウェア イメ ージが存在し ない場合、 次のよ うなエラー メ ッ セージが表示さ れ
ま す。

%Command to set boot system switch all xxx on switch=1 failed

スタッ ク  マスター上で boot system switch number コマン ドを入力した場合、number 変数に 1 つ
のスタッ ク  メ ンバだけを指定できま す。 number 変数に複数のスタッ ク  メ ンバを入力するこ と
はサポート さ れて いません。

archive download-sw 特権 EXEC コマン ドを使用してシステ ム イメ ージを保存して いる場合、
boot system コマン ドを使用する必要はあり ません。 boot system コマン ドは自動的に処理さ れ、
ダウンロードさ れた イメ ージがロードさ れま す。

こ のコマン ドは、 BOOT 環境変数の設定を変更しま す。 詳細については、 付録 A 「Catalyst 
3750 Switch Bootloader Commands」 を参照してく ださ い。

関連コマンド コマンド 説明

show boot BOOT 環境変数の設定を表示しま す。
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channel-group
channel-group インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 EtherChannel 
グループにイーサネッ ト  ポート を割り 当てたり 、 EtherChannel モードを イネーブルにしたり 、
こ の両方を行ったり しま す。 イーサネッ ト  ポート を  EtherChannel グループから削除する場合
は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

channel-group channel-group-number mode {active | {auto [non-silent]} | {desirable 
[non-silent]} | on | passive}

no channel-group

PAgP modes: 
channel-group channel-group-number mode {{auto [non-silent]} | {desirable [non-silent}}

LACP modes: 
channel-group channel-group-number mode {active | passive}

On mode: 
channel-group channel-group-number mode on

構文の説明 channel-group-number チャ ネル グループ番号を指定しま す。指定でき る範囲は 1 ～ 6 です。

mode EtherChannel モードを指定しま す。

active 無条件に Link Aggregation Control Protocol （LACP） を イネーブルに
しま す。

active モードは、 ポート を ネゴシエーショ ン ステート にしま す。 こ
のステート では、 ポート は LACP パケッ ト を送信するこ と によって、
他のポート と のネゴシエーショ ンを開始しま す。 チャ ネルは、 active 
モードまたは passive モードの別のポート  グループで形成さ れま す。

auto ポート 集約プロト コ ル （PAgP） 装置が検出さ れた場合に限り 、
PAgP を イネーブルにしま す。

auto モードは、 ポート をパッ シブ ネゴシエーショ ン ステート にしま
す。 こ の場合、 ポート は受信する PAgP パケッ ト に応答しま すが、
PAgP パケッ ト  ネゴシエーショ ンを開始するこ と はあり ません。
チャ ネルは、 desirable モードの別のポート  グループでだけ形成さ れ
ま す。 auto がイネーブルの場合、 サイレ ント 動作がデフォ ルト にな
り ま す。

desirable 無条件に PAgP を イネーブルにしま す。

desirable モードは、 ポート を アク ティ ブ ネゴシエーショ ン ステート
にしま す。 こ の場合、 ポート は PAgP パケッ ト を送信するこ と に
よって、 他のポート と のネゴシエーショ ンを開始しま す。
EtherChannel は、 desirable モードまたは auto モードの別のポート  グ
ループで形成さ れま す。 desirable がイネーブルの場合は、 デフォ ル
ト でサイレ ント 動作と なり ま す。

non-silent （任意） 他の装置からのト ラフィ ッ ク が予想さ れて いる場合に PAgP 
モードで auto または desirable キーワードと と も に使用さ れま す。
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デフォルト チャ ネル グループは割り 当て るこ と ができません。

モードは設定さ れて いません。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン レ イヤ 2 EtherChannel の場合、 物理ポート をチャ ネル グループに割り 当て る前に、 先に 
interface port-channel グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用してポート チャ ネル 
インターフェ イスを作成しておく 必要はあり ません。 代わり に、 channel-group インターフェ
イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用できま す。 論理インターフェ イスがまだ作成さ
れて いない場合は、 チャ ネル グループが 初の物理ポート を取得した時点で、 自動的にポート
チャ ネル インターフェ イスが作成さ れま す。 初にポート チャ ネル インターフェ イスを作成
する場合は、 channel-group-number を  port-channel-number と 同じ番号にしても 、 新し い番号に
してもかま いません。 新し い番号を使用した場合、 channel-group コマン ドは動的に新し い
ポート  チャ ネルを作成しま す。

EtherChannel を設定した後、 ポート チャ ネル インターフェ イスに加えら れた設定の変更は、 そ
のポート チャ ネル インターフェ イスに割り 当てら れたすべての物理ポート に適用さ れま す。 物
理ポート に適用さ れた設定の変更は、 設定を適用したポート だけに有効です。 EtherChannel 内
のすべてのポート のパラメ ータを変更するには、 ポート チャ ネル インターフェ イスに対してコ
ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを適用しま す。 たと えば、 spanning-tree コマン ドを使用して、
レ イヤ 2 EtherChannel をト ランク と して設定しま す。

auto モードまたは desirable モードと と も に non-silent を指定し なかった場合は、サイレ ント が
指定さ れて いるものと 見なさ れま す。 サイレ ント  モードを設定するのは、 PAgP 非対応で、 か
つほと んどパケッ ト を送信し ない装置にス イッ チを接続する場合です。 サイレ ント  パート ナー
の例は、 ト ラフィ ッ クを生成し ないフ ァイ ル サーバ、 またはパケッ ト  アナラ イザなどです。
こ の場合、 物理ポート 上で稼働して いる PAgP は、 そのポート を動作可能にしません。 ただし、
PAgP は動作可能で、 チャ ネル グループにポート を付与したり 、 伝送用ポート を使用したり で
きま す。 リ ンクの両端はサイレ ント に設定するこ と はできません。

on モードでは、 使用可能な EtherChannel が存在するのは、 on モードのポート  グループが、 on 
モードの別のポート  グループに接続する場合だけです。

on on モードを イネーブルにしま す。

on モードでは、 使用可能な EtherChannel が存在するのは、 両方の接
続ポート  グループが on モードになって いる場合だけです。

passive LACP 装置が検出さ れた場合に限り 、 LACP を イネーブルにしま す。

passive モードは、 ポート を ネゴシエーショ ン ステート にしま す。 こ
の場合、 ポート は受信した  LACP パケッ ト に応答しま すが、 LACP 
パケッ ト  ネゴシエーショ ンを開始するこ と はあり ません。 チャ ネル
は、 active モードの別のポート  グループでだけ形成さ れま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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注意 on モードの使用には注意が必要です。 こ れは手動の設定であり 、 EtherChannel の両端のポート
には、 同一の設定が必要です。 グループの設定を誤ると 、 パケッ ト 損失またはスパニングツ
リ ー ループが発生するこ と があり ま す。

EtherChannel は、 PAgP と  LACP の両方のモードには設定し ないでく ださ い。 PAgP および 
LACP を実行して いる EtherChannel グループは、 同一のス イッ チ、 またはスタッ ク にある異な
るス イッ チ上で共存できま す （ク ロススタッ ク構成ではできません）。 個々の  EtherChannel グ
ループは PAgP または LACP のいずれかを実行できま すが、 相互運用するこ と はできません。

（注） スタッ ク構成がサポート さ れて いるのは、 Catalyst 2960-S ス イッ チだけです。

channel-protocol インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用してプロト コ ルを
設定した場合、 設定値は、 channel-group インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ド
によっては上書き さ れません。

アク ティ ブまたはアク ティ ブでない EtherChannel メ ンバであるポート を  IEEE 802.1x ポート と
して設定し ないでく ださ い。 EtherChannel ポート で IEEE 802.1x 認証を イネーブルにし よ うと
すると 、 エラー メ ッ セージが表示さ れ、 IEEE 802.1x 認証はイネーブルになり ません。

セキュ ア ポート を  EtherChannel の一部と して、 または EtherChannel ポート をセキュ ア ポート
と しては設定し ないでく ださ い。

設定の注意事項の一覧については、 こ のリ リ ースに対応するソ フト ウェア コ ンフィ ギュレー
ショ ン ガイ ドの 「Configuring EtherChannels」 の章を参照してく ださ い。

例 次の例では、 単一のス イッ チ上で、 EtherChannel を設定する方法を示しま す。 VLAN 10 のスタ
ティ ッ ク アク セス  ポート  2 つを  PAgP モード  desirable であるチャ ネル 5 に割り 当てま す。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface range gigabitethernet2//1 -2 
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)# channel-group 5 mode desirable 
Switch(config-if-range)# end 

次の例では、 単一のス イッ チ上で、 EtherChannel を設定する方法を示しま す。 VLAN 10 のスタ
ティ ッ ク アク セス  ポート  2 つを  LACP モード  active であるチャ ネル 5 に割り 当てま す。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface range gigabitethernet2//1 -2 
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)# channel-group 5 mode active 
Switch(config-if-range)# end 

次の例では、 ク ロススタッ ク  EtherChannel を設定する方法を示しま す。 LACP パッ シブ モード
を使用して、VLAN 10 内のスタティ ッ ク アク セス  ポート と してスタッ ク  メ ンバ 2 のポート を  2 
つ、 スタッ ク  メ ンバ 3 のポート を  1 つチャ ネル 5 に割り 当てま す。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface range gigabitethernet2/0/4 -5 
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)# channel-group 5 mode passive 
Switch(config-if-range)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet3/0/3 
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Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# channel-group 5 mode passive 
Switch(config-if)# exit

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

channel-protocol チャ ネリ ングを管理するため、 ポート 上で使用さ れるプロト
コ ルを制限しま す。

interface port-channel ポート  チャ ネルへのアク セスや、 ポート  チャ ネルの作成を
行いま す。

show etherchannel チャ ネルの EtherChannel 情報を表示しま す。

show lacp LACP チャ ネル グループ情報を表示しま す。

show pagp PAgP チャ ネル グループ情報を表示しま す。

show running-config 現在の動作設定を表示しま す。
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channel-protocol 
channel-protocol インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 チャ ネリ ン
グを管理するために、 ポート 上で使用さ れるプロト コ ルを制限しま す。 デフォ ルト 設定に戻す
には、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

channel-protocol {lacp | pagp} 

no channel-protocol

構文の説明

デフォルト EtherChannel に割り 当てら れて いるプロト コ ルはあり ません。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン channel-protocol コマン ドは、 チャ ネルを  LACP または PAgP に制限するためだけに使用しま
す。 channel-protocol コマン ドを使用してプロト コ ルを設定する場合、 設定は channel-group イ
ンターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドで上書き さ れるこ と はあり ません。

channel-group インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドは、 EtherChannel のパラ
メ ータ設定に使用してく ださ い。 また、 channel-group コマン ドは、 EtherChannel に対し モー
ドを設定するこ と も できま す。

EtherChannel グループ上で、 PAgP および LACP モードの両方を イネーブルにするこ と はでき
ません。

PAgP と  LACP には互換性があり ません。 両方と も チャ ネルの終端は同じプロト コ ルを使用す
る必要があり ま す。

例 次の例では、 EtherChannel を管理するプロト コ ルと して  LACP を指定する方法を示しま す。

Switch(config-if)# channel-protocol lacp

設定を確認するには、 show etherchannel [channel-group-number] protocol 特権 EXEC コマン ド
を入力しま す。

関連コマンド

lacp Link Aggregation Control Protocol （LACP） で EtherChannel を設定しま す。

pagp ポート 集約プロト コ ル （PAgP） で EtherChannel を設定しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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コマンド 説明

channel-group EtherChannel グループにイーサネッ ト  ポート を割り 当てま
す。

show etherchannel protocol EtherChannel のプロト コ ル情報を表示しま す。
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cisp enable
ス イッ チ上で Client Information Signalling Protocol （CISP） を イネーブルにして、 サプリ カント  
ス イッ チのオーセンティ ケータと して機能するよ うにするには、 cisp enable グローバル コ ン
フィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。

 cisp enable

no cisp enable

構文の説明

デフォルト デフォ ルト 設定はあり ません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン オーセンティ ケータと サプリ カント  ス イッ チの間のリ ンク はト ランク です。両方のス イッ チで 
VTP を イネーブルにする場合は、 VTP ドメ イン名が同一であり 、 VTP モードがサーバである必
要があり ま す。

VTP モードを設定する場合は、 MD5 チェッ ク サ ムの不一致エラーにならないよ うにするため
に、 次の点を確認してく ださ い。

• VLAN が異なる 2 台のス イッ チに設定さ れて いないこ と 。 同じ ドメ インに VTP サーバが 2 
台存在するこ と がこ の状態の原因になるこ と があり ま す。

• 両方のス イッ チで、 設定のリ ビジョ ン番号が異なっているこ と 。 

例 次の例では、 CISP を イネーブルにする方法を示しま す。

switch(config)# cisp enable 

関連コマンド

cisp enable CISP を イネーブルにしま す。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

dot1x credentials （グロー
バル コ ンフィ ギュレー
ショ ン） profile

プロフ ァイ ルをサプリ カント  ス イッ チに設定しま す。

show cisp 指定さ れた インターフェ イスの  CISP 情報を表示しま す。
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class
指定のク ラス  マッ プ名のト ラフィ ッ クを分類する一致条件を （police、 set、 および trust ポリ
シー マッ プ ク ラス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して） 定義するには、 class ポリ
シー マッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 既存のク ラス  マッ プを削除する
場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

class {class-map-name | class-default}

no class {class-map-name | class-default}

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト ク ラス  マッ プは定義さ れて いません。

コマンド  モード ポリ シー マッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン class コマン ドを使用する前に、 policy-map グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使
用してポリ シー マッ プを識別し、 ポリ シー マッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン モードを開始する
必要があり ま す。 ポリ シー マッ プを指定すると 、 ポリ シー マッ プ内で新規ク ラスのポリ シー
を設定したり 、 既存ク ラスのポリ シーを変更したり するこ と ができま す。 service-policy イン
ターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 ポリ シー マッ プをポート へ添付
するこ と ができま す。

class コマン ドを入力すると 、 ポリ シー マッ プ ク ラス  コ ンフィ ギュレーショ ン モードに入り 、
次のコ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドが使用可能になり ま す。

• exit ： ポリ シー マッ プ ク ラス  コ ンフィ ギュレーショ ン モードを終了し、 ポリ シー マッ プ 
コ ンフィ ギュレーショ ン モードに戻り ま す。

• no ： コ マン ドをそのデフォ ルト 設定に戻しま す。

• police ： 分類したト ラフィ ッ クのポリ サーまたは集約ポリ サーを定義しま す。 ポリ サーは、
帯域幅の限度およびその限度を超過した場合に実行するアクショ ンを指定しま す。 詳細に
ついては、 police および police aggregate ポリ シー マッ プ ク ラス  コマン ドを参照してく だ
さ い。

class-map-name ク ラス  マッ プの名前を指定しま す。

class-default 分類さ れて いないパケッ ト に一致するシステ ムのデフォ ルト  ク ラス
です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(55)SE class-default キーワードが追加さ れま した。
2-82
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リ フ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
class
• set ： 分類したト ラフィ ッ ク に割り 当て る値を指定しま す。 詳細については、 set コマン ド
を参照してく ださ い。

• trust ： class コマン ドまたは class-map コマン ドで分類したト ラフィ ッ クの信頼状態を定義
しま す。 詳細については、 trust コマン ドを参照してく ださ い。

ポリ シー マッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン モードに戻るには、 exit コマン ドを使用しま す。 特
権 EXEC モードに戻るには、 end コマン ドを使用しま す。

class コマン ドは、 class-map グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドと 同じ機能を実行し
ま す。 他のどのポート と も共有さ れて いない新し い分類が必要な場合は、 class コマン ドを使用
しま す。 マッ プが多数のポート 間で共有さ れる場合は、 class-map コマン ドを使用しま す。

class class-default ポリ シー マッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 デフォ ルト  
ク ラスを設定できま す。 分類さ れて いないト ラフィ ッ ク （ト ラフィ ッ ク  ク ラスで指定さ れた一
致基準を満たさ ないト ラフィ ッ ク ） は、 デフォ ルト  ト ラフィ ッ ク であると 見なさ れま す。

例 次の例では、 policy1 と いう名前のポリ シー マッ プを作成する方法を示しま す。 こ のコマン ド
が入力方向に添付さ れた場合、 class1 で定義さ れたすべての着信ト ラフィ ッ クの照合を行い、
IP DiffServ コー ド  ポイント （DSCP） を  10 に設定し、 平均レート  1 Mb/s、 バースト  20 KB のト
ラフィ ッ クをポリ シングしま す。 プロフ ァイ ルを超過するト ラフィ ッ ク は、 ポリ シング設定 
DSCP マッ プから受信した  DSCP 値がマーク さ れてから送信さ れま す。

Switch(config)# policy-map policy1
Switch(config-pmap)# class class1
Switch(config-pmap-c)# set dscp 10
Switch(config-pmap-c)# police 1000000 20000 exceed-action policed-dscp-transmit
Switch(config-pmap-c)# exit

次の例では、 ポリ シー マッ プにデフォ ルト のト ラフィ ッ ク  ク ラスを設定する方法を示しま す。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# class-map cm-3
Switch(config-cmap)# match ip dscp 30
Switch(config-cmap)# match protocol ipv6
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# class-map cm-4
Switch(config-cmap)# match ip dscp 40
Switch(config-cmap)# match protocol ip
Switch(config-cmap)# exit
Switch(config)# policy-map pm3
Switch(config-pmap)# class class-default
Switch(config-pmap-c)# set dscp 10
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class cm-3
Switch(config-pmap-c) set dscp 4
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class cm-4
Switch(config-pmap-c)# trust cos
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit

設定を確認するには、 show policy-map 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

次の例では、 class-default が 初に設定さ れた場合でも 、 デフォ ルト のト ラフィ ッ ク  ク ラスを
ポリ シー マッ プ pm3 の終わり に自動的に配置する方法を示しま す。

Switch# show policy-map pm3
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  Policy Map pm3
    Class cm-3
      set dscp 4
    Class cm-4
      trust cos
    Class class-default

set dscp 10
Switch#

関連コマンド コマンド 説明

class-map 名前を指定したク ラスと パケッ ト と の照合に使用するク ラス  マッ プを
作成しま す。

police 分類したト ラフィ ッ ク にポリ サーを定義しま す。

policy-map 複数のポート に接続可能なポリ シー マッ プを作成または変更して、
サービス  ポリ シーを指定しま す。

set パケッ ト に DSCP 値または IP precedence 値を設定するこ と によって、
IP ト ラフィ ッ ク を分類しま す。

show policy-map Quality of Service （QoS） ポリ シー マッ プを表示しま す。

trust class ポリ シー マッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドまたは 
class-map グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して分
類さ れたト ラフィ ッ クの信頼状態を定義しま す。
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class-map
パケッ ト と 名前を指定したク ラスと の照合に使用するク ラス  マッ プを作成し、 ク ラス  マッ プ 
コ ンフィ ギュレーショ ン モードを開始するには、 class-map グローバル コ ンフィ ギュレーショ
ン コマン ドを使用しま す。 既存のク ラス  マッ プを削除し、 グローバル コ ンフィ ギュレーショ
ン モードに戻るには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

class-map [match-all | match-any] class-map-name

no class-map [match-all | match-any] class-map-name

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト ク ラス  マッ プは定義さ れて いません。

match-all または match-any のどちらのキーワードも指定さ れて いない場合、 デフォ ルト は 
match-all です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ク ラス  マッ プ一致基準を作成または変更するク ラスの名前を指定し、 ク ラス  マッ プ コ ンフィ
ギュレーショ ン モードを開始する場合は、 こ のコマン ドを使用しま す。

グローバルに名前が付けら れたポート ごと に適用さ れるサービス  ポリ シーの一部と してパケッ
ト の分類、 マーキング、 および集約ポリ シングを定義する場合は、 class-map コマン ドおよび
そのサブコマン ドを使用しま す。

Quality of Service （QoS） ク ラス  マッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン モードでは、 次のコ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを利用するこ と ができま す。

• description ： ク ラス  マッ プを説明しま す （ 大 200 文字）。 show class-map 特権 EXEC コマ
ン ドは、 ク ラス  マッ プの説明と 名前を表示しま す。

• exit ： QoS ク ラス  マッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン モードを終了しま す。

• match ： 分類基準を設定しま す。 詳細については、 match （ク ラス  マッ プ コ ンフィ ギュ
レーショ ン） コマン ドを参照してく ださ い。

match-all （任意） こ のク ラス  マッ プ内のすべての一致ステート メ ント の論理積を
と り ま す。 ク ラス  マッ プ内のすべての基準が一致する必要があり ま す。

match-any （任意） こ のク ラス  マッ プ内の一致ステート メ ント の論理和をと り ま す。
1 つ以上の条件が一致して いなければなり ません。

class-map-name ク ラス  マッ プ名です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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• no ： ク ラス  マッ プから一致ステート メ ント を削除しま す。

• rename ： 現在のク ラス  マッ プの名前を変更しま す。 ク ラス  マッ プ名を すでに使用さ れて
いる名前に変更すると 、 「A class-map with this name already exists」 と いう メ ッ セージ
が表示さ れま す。

物理ポート 単位でパケッ ト 分類を定義するため、ク ラス  マッ プごと に 1 つずつに限り  match コ
マン ドがサポート さ れて いま す。 こ の状況では、 match-all キーワードと  match-any キーワー
ドは同じです。

1 つのク ラス  マッ プで設定でき るアク セス  コ ント ロール リ スト （ACL） は 1 つだけです。ACL 
には複数のアク セス  コ ント ロール エント リ （ACE） を含め るこ と ができま す。

例 次の例では、 ク ラス  マッ プ class1 に 1 つの一致基準 （アク セス  リ スト  103） を設定する方法を
示しま す。

Switch(config)# access-list 103 permit ip any any dscp 10
Switch(config)# class-map class1
Switch(config-cmap)# match access-group 103
Switch(config-cmap)# exit

次の例では、 ク ラス  マッ プ class1 を削除する方法を示しま す。

Switch(config)# no class-map class1

show class-map 特権 EXEC コマン ドを入力すると 、 設定を確認できま す。

関連コマンド コマンド 説明

class 指定さ れたク ラスマッ プ名のト ラフィ ッ ク分類一致条件
（police、 set、 および trust ポリ シー マッ プ ク ラス  コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドによ る） を定義しま す。

match （ク ラスマッ プ コ ン
フィ ギュレーショ ン）

ト ラフィ ッ クを分類するための一致条件を定義しま す。

policy-map 複数のポート に接続可能なポリ シー マッ プを作成または変更
して、 サービス  ポリ シーを指定しま す。

show class-map QoS ク ラス  マッ プを表示しま す。
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clear arp inspection log
ダイナミ ッ ク  アドレス解決プロト コ ル （ARP） インスペクショ ン ロ グ バッ フ ァを消去するに
は、 clear ip arp inspection log 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

clear ip arp inspection log 

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト デフォ ルト は定義さ れて いません。

コマンド  モード 特権 EXEC 

コマンド 履歴

例 次の例では、 ロ グ バッ フ ァの内容をク リ アする方法を示しま す。

Switch# clear ip arp inspection log

ロ グがク リ アさ れたかど うかを確認するには、 show ip arp inspection log 特権 EXEC コマン ド
を入力しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

arp access-list ARP アク セス  コ ント ロール リ スト （ACL） を定義しま す。

ip arp inspection log-buffer ダイナミ ッ ク  ARP インスペクショ ン ロギング バッ フ ァを設定
しま す。

ip arp inspection vlan 
logging

VLAN 単位で記録するパケッ ト のタ イプを制御しま す。

show inventory log ダイナミ ッ ク  ARP インスペクショ ン ロ グ バッ フ ァの設定と 内
容を表示しま す。
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clear dot1x
ス イッ チまたは指定したポート の  IEEE 802.1x 情報をク リ アするには、 clear dot1x 特権 EXEC 
コマン ドを使用しま す。

clear dot1x {all | interface interface-id}

構文の説明

デフォルト デフォ ルト は定義さ れて いません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン clear dot1x all コマン ドを使用して、 すべての情報をク リ アできま す。 また、 clear dot1x 
interface interface-id コマン ドを使用して、 指定さ れた インターフェ イスの情報だけをク リ アで
きま す。

例 次の例では、 すべての  IEEE 802.1x 情報をク リ アする方法を示しま す。

Switch# clear dot1x all

次の例では、 指定さ れた インターフェ イスの  IEEE 802.1x 情報をク リ アする方法を示しま す。

Switch# clear dot1x interface gigabithethernet1/0/1
Switch# clear dot1x interface gigabithethernet1/1

情報が削除さ れたかど うかを確認するには、 show dot1x 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

all ス イッ チのすべての  IEEE 802.1x 情報をク リ アしま す。

interface interface-id 指定さ れた インターフェ イスの  IEEE 802.1x 情報をク リ アしま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)SEE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show dot1x ス イッ チまたは指定さ れたポート の  IEEE 802.1x 統計情報、 管理
ステータス、 および動作ステータスを表示しま す。
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clear eap sessions
ス イッ チまたは指定したポート の  Extensible Authentication Protocol （EAP） セッ ショ ン情報を
ク リ アするには、 clear eap sessions 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

clear eap sessions [credentials name [interface interface-id] | interface interface-id | method 
name | transport name] [credentials name | interface interface-id | transport name] ...

構文の説明

デフォルト デフォ ルト は定義さ れて いません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン clear eap sessions コマン ドを使用して、 すべてのカ ウンタをク リ アできま す。 キーワードを使
用して、 特定の情報だけをク リ アできま す。

例 次の例では、 すべての  EAP 情報をク リ アする方法を示しま す。

Switch# clear eap

次の例では、 指定さ れたプロフ ァイ ルの  EAP セッ ショ ン ク レデンシャ ル情報をク リ アする方
法を示しま す。

Switch# clear eap sessions credential type1

情報が削除さ れたかど うかを確認するには、 show dot1x 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

credentials name 指定さ れたプロフ ァイ ルの  EAP クレデンシャ ル情報をク リ アしま
す。

interface interface-id 指定さ れた インターフェ イスの  EAP 情報をク リ アしま す。

method name 指定さ れた方式の  EAP 情報をク リ アしま す。

transport name 指定さ れた下位レベルの  EAP ト ランスポート 情報をク リ アしま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)SEE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show eap ス イッ チまたは指定さ れたポート の  EAP のレジスト レーショ ン
情報およびセッ ショ ン情報を表示しま す。
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clear errdisable interface
errdisable になって いた  VLAN を再度イネーブルにするには、 clear errdisable interface 特権 
EXEC コマン ドを使用しま す。

clear errdisable interface interface-id vlan [vlan-list] 

構文の説明

コマンド  デフォ ルト デフォ ルト は定義さ れて いません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン shutdown および no shutdown の インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用し
てポート を再びイネーブルにするか、 clear errdisable interface コマン ドを使用して  VLAN の  
errdisable をク リ アできま す。

例 次の例では、ポート  2 で error-disabled になって いるすべての  VLAN を再びイネーブルにする方
法を示しま す。

Switch# clear errdisable interface GigabitEthernet4/0/2 vlan 

関連コマンド

vlan list （任意） 再びイネーブルにする VLAN のリ スト を指定しま す。
vlan-list を指定し ない場合は、 すべての  VLAN が再びイネーブルに
なり ま す。

リ リース 変更内容

12.2(37)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

errdisable detect cause 特定の原因、 またはすべての原因に対して  
error-disabled 検出を イネーブルにしま す。

errdisable recovery 回復メ カニズ ム変数を設定しま す。

show errdisable detect error-disabled 検出ステータスを表示しま す。

show errdisable recovery errdisable 回復タ イマー情報を表示しま す。

show interfaces status err-disabled errdisable ステート になって いるインターフェ イスのリ
スト の インターフェ イス  ステータスを表示しま す。
2-90
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リ フ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
clear ip arp inspection statistics
clear ip arp inspection statistics
ダイナミ ッ ク  アドレス解決プロト コ ル （ARP） 検査の統計情報をク リ アするには、 clear ip arp 
inspection statistics 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

clear ip arp inspection statistics [vlan vlan-range]

構文の説明

デフォルト デフォ ルト は定義さ れて いません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

例 次の例では、 VLAN 1 の統計情報をク リ アする方法を示しま す。

Switch# clear ip arp inspection statistics vlan 1

統計情報が削除さ れたかど うかを確認するには、 show ip arp inspection statistics vlan 1 特権 
EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

vlan vlan-range （任意） 指定さ れた  1 つ以上の VLAN の統計情報をク リ アしま す。

VLAN ID 番号で識別さ れた  1 つの  VLAN、 それぞれを ハイフンで区
切った  VLAN 範囲、 またはカンマで区切った一連の  VLAN を指定で
きま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE こ のコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show inventory statistics すべての  VLAN または指定さ れた  VLAN の転送済みパケッ ト 、
ドロッ プ済みパケッ ト 、 MAC 検証に失敗したパケッ ト 、 および 
IP 検証に失敗したパケッ ト の統計情報を表示しま す。
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clear ip dhcp snooping 
DHCP スヌーピング バインディ ング データベース、 DHCP スヌーピング バインディ ング デー
タベース  エージェント の統計情報または DHCP スヌーピング統計カ ウンタをク リ アするには、
clear ip dhcp snooping 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

clear ip dhcp snooping {binding {* | ip-address | interface interface-id | vlan vlan-id} | database 
statistics | statistics}

構文の説明

デフォルト デフォ ルト は定義さ れて いません。

コマンド  モード 特権 EXEC 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン clear ip dhcp snooping database statistics コマン ドを入力すると 、 ス イッ チは統計情報をク リ ア
する前にバインディ ング データベース およびバインディ ング フ ァイ ル内のエント リ を更新し
ません。

例 次の例では、 DHCP スヌーピング バインディ ング データベース  エージェント の統計情報をク
リ アする方法を示しま す。

Switch# clear ip dhcp snooping database statistics 

統計情報がク リ アさ れたかど うかを確認するには、 show ip dhcp snooping database 特権 EXEC 
コマン ドを入力しま す。

次の例では、 DHCP スヌーピング統計カ ウンタをク リ アする方法を示しま す。

Switch# clear ip dhcp snooping statistics 

binding DHCP スヌーピング バインディ ング データベースをク リ アしま す。

* すべての自動バインディ ングをク リ アしま す。

ip-address バインディ ング エント リ  IP アドレスをク リ アしま す。

interface interface-id バインディ ング入力インターフェ イスをク リ アしま す。

vlan vlan-id バインディ ング エント リ  VLAN をク リ アしま す。

database statistics DHCP スヌーピング バインディ ング データベース  エージェント の統
計情報をク リ アしま す。

statistics DHCP スヌーピング統計カ ウンタをク リ アしま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(37)SE statistics キーワードが導入さ れま した。

12.2(44)SE *、 ip-address、 interface interface-id、 および vlan vlan-id キーワードが追
加さ れま した。
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統計情報がク リ アさ れたかど うかを確認するには、 show ip dhcp snooping statistics ユーザ 
EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

ip dhcp snooping VLAN 上で DHCP スヌーピングを イネーブルにしま
す。

ip dhcp snooping database DHCP スヌーピング バインディ ング データベース  
エージェント またはバインディ ング フ ァイ ルを設定
しま す。

show ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング データベース  エージェント のス
テータスを表示しま す。

show ip dhcp snooping database DHCP スヌーピング バインディ ング データベース  
エージェント の統計情報を表示しま す。

show ip dhcp snooping statistics DHCP スヌーピングの統計情報を表示しま す。
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clear lacp 
Link Aggregation Control Protocol （LACP） チャ ネル グループのカ ウンタをク リ アするには、
clear lacp 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

clear lacp {channel-group-number counters | counters}

構文の説明

デフォルト デフォ ルト は定義さ れて いません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン clear lacp counters コマン ドを使用するこ と で、 カ ウンタを すべてク リ アできま す。 また、 指定
のチャ ネル グループのカ ウンタだけをク リ アする場合には、 clear lacp channel-group-number 
counters コマン ドを使用しま す。

例 次の例では、 すべてのチャ ネル グループ情報をク リ アする方法を示しま す。

Switch# clear lacp counters

次の例では、 グループ 4 の  LACP ト ラフィ ッ クのカ ウンタをク リ アする方法を示しま す。

Switch# clear lacp 4 counters

情報が削除さ れたかど うかを確認するには、 show lacp counters または show lacp 4 counters 特
権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

channel-group-number （任意） チャ ネル グループ番号。 指定でき る範囲は 1 ～ 6 です。

counters ト ラフィ ッ クのカ ウンタをク リ アしま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show lacp LACP チャ ネル グループ情報を表示しま す。
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clear logging onboard
フ ラッ シュ  メ モリ に保存さ れて いる動作時間と  CLI コマン ド情報以外のすべてのオンボード障
害ロギング （OBFL） データを消去するには、 ス イッ チ スタッ ク上またはスタ ン ドアロ ン ス
イッ チ上で clear logging onboard 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

clear logging onboard [module {switch-number | all}

（注） こ のコマン ドは、LAN base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チのみでサポート さ
れて いま す。

構文の説明

デフォルト  デフォ ルト は定義さ れて いません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン OBFL はイネーブルにしておき、 フ ラッ シュ  メ モリ に保存さ れたデータは消さ ないよ うにする
こ と を推奨しま す。

例 次の例では、 動作時間と  CLI コマン ド情報以外のすべての  OBFL 情報をク リ アする方法を示し
ま す。

Switch# clear logging onboard
Clear logging onboard buffer [confirm]

情報が削除さ れたかど うかを確認するには、 show logging onboard onboard 特権 EXEC コマン
ドを入力しま す。

関連コマンド

モジュール （任意） スタッ ク内の指定したス イッ チの  OBFL データをク リ アし
ま す。

switch-number 指定したス イッ チの  OBFL のみク リ アしま す。 範囲は 1 ～ 4 です。

all （任意） スタッ ク内のすべてのス イッ チの  OBFL データをク リ アし
ま す。

リ リース 変更内容

12.2(53)SE1 このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

hw-module module [switch-number] logging onboard OBFL を イネーブルにしま す。

show logging onboard onboard OBFL 情報を表示しま す。
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clear mac address-table
特定のダイナミ ッ ク  アドレス、 特定のインターフェ イス上のすべてのダイナミ ッ ク  アドレス、
スタッ ク  メ ンバ上のすべてのダイナミ ッ ク  アドレス、 または特定の  VLAN 上のすべてのダイ
ナミ ッ ク  アドレスを  MAC アドレス  テーブルから削除するには、 clear mac-address-table 特権 
EXEC コマン ドを使用しま す。 このコマン ドはまた  MAC アドレス通知グローバル カ ウンタも
ク リ アしま す。

clear mac address-table {dynamic [address mac-addr | interface interface-id | vlan vlan-id] | 
notification}

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト デフォ ルト は定義さ れて いません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

例 次の例では、 ダイナミ ッ ク  アドレス  テーブルから特定の  MAC アドレスを削除する方法を示し
ま す。

Switch# clear mac address-table dynamic address 0008.0070.0007

show mac address-table 特権 EXEC コマン ドを入力するこ と により 、 情報が削除さ れたかど う
かを確認できま す。

関連コマンド

dynamic すべてのダイナミ ッ ク  MAC アドレスを削除しま す。

dynamic address 
mac-addr

（任意） 指定さ れたダイナミ ッ ク  MAC アドレスを削除しま す。

dynamic interface 
interface-id

（任意） 指定さ れた物理ポート またはポート  チャ ネル上のすべてのダ
イナミ ッ ク  MAC アドレスを削除しま す。

dynamic vlan vlan-id （任意） 指定さ れた   VLAN のすべてのダイナミ ッ ク  MAC アドレスを
削除しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 4094 です。

notification 履歴テーブルの通知をク リ アし、 カ ウンタを リ セッ ト しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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コマンド 説明

mac address-table notification MAC アドレス通知機能を イネーブルにしま す。

show mac access-group MAC アドレス  テーブルのスタティ ッ ク  エント リ および
ダイナミ ッ ク  エント リ を表示しま す。

show mac address-table notification すべてのインターフェ イスまたは指定さ れた インター
フェ イスに対する MAC アドレス通知設定を表示しま
す。

snmp trap mac-notification change 特定のインターフェ イス上の簡易ネッ ト ワーク管理プ
ロト コ ル （SNMP） MAC アドレス通知ト ラッ プを イ
ネーブルにしま す。
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clear mac address-table move update
MAC アドレス  テーブルの移行更新関連カ ウンタをク リ アするには、 clear mac address-table 
move update 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

clear mac address-table move update 

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト デフォ ルト は定義さ れて いません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

例 次の例では、 MAC アドレス  テーブル移行更新関連カ ウンタをク リ アする方法を示しま す。

Switch# clear mac address-table move update

show mac address-table move update 特権 EXEC コマン ドを入力するこ と により 、情報がク リ ア
さ れたかど うかを確認できま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)SED このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

mac address-table move update 
{receive | transmit}

ス イッ チ上の  MAC アドレス  テーブル移行更新を設定し
ま す。

show mac address-table move update ス イッ チに MAC アドレス  テーブル移行更新情報を表示
しま す。
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clear nmsp statistics
ネッ ト ワーク  モビリ ティ  サービス  プロト コ ル （NMSP） の統計情報をク リ アするには、 clear 
nmsp statistics 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 このコマン ドは、 ス イッ チで暗号化ソ フト
ウェア イメ ージが実行さ れて いる場合にだけ利用できま す。

clear nmsp statistics

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト デフォ ルト は定義さ れて いません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

例 次の例では、 NMSP の統計情報をク リ アする方法を示しま す。

Switch# clear nmsp statistics

show nmsp statistics 特権 EXEC コマン ドを入力するこ と により 、 情報が削除さ れたかど うかを
確認できま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show nmsp NMSP 情報を表示しま す。
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clear pagp
ポート 集約プロト コ ル （PAgP） チャ ネル グループ情報を表示するには、 clear pagp 特権 EXEC 
コマン ドを使用しま す。

clear pagp {channel-group-number counters | counters}

構文の説明

デフォルト デフォ ルト は定義さ れて いません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン すべてのカ ウンタをク リ アするには、 clear pagp counters コマン ドを使用しま す。 また、 clear 
pagp channel-group-number counters コマン ドを使用すると 、 指定のチャ ネル グループのカ ウン
タだけをク リ アできま す。

例 次の例では、 すべてのチャ ネル グループ情報をク リ アする方法を示しま す。

Switch# clear pagp counters

次の例では、 グループ 10 の  PAgP ト ラフィ ッ クのカ ウンタをク リ アする方法を示しま す。

Switch# clear pagp 10 counters

情報が削除さ れたかど うかを確認するには、 show pagp 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

channel-group-number （任意） チャ ネル グループ番号。 指定でき る範囲は 1 ～ 6 です。

counters ト ラフィ ッ クのカ ウンタをク リ アしま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show pagp PAgP チャ ネル グループ情報を表示しま す。
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clear port-security
MAC アドレス  テーブルから すべてのセキュ ア アドレスを削除するか、 ス イッ チまたはイン
ターフェ イス上の特定のタ イプ （設定済み、 ダイナミ ッ ク 、 またはスティ ッ キ） のすべてのセ
キュ ア アドレスを削除するには、 clear port-security 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

clear port-security {all | configured | dynamic | sticky} [[address mac-addr | interface 
interface-id] [vlan {vlan-id | {access | voice}}]]

構文の説明

デフォルト デフォ ルト は定義さ れて いません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

例 次の例では、 MAC アドレス  テーブルから すべてのセキュ ア アドレスを削除する方法を示し
ま す。

Switch# clear port-security all

all すべてのセキュ ア MAC アドレスを削除しま す。

configured 設定済みセキュ ア MAC アドレスを削除しま す。

dynamic ハード ウェアによって自動学習さ れたセキュ ア MAC アドレスを削除
しま す。

sticky 自動学習または設定済みセキュ ア MAC アドレスを削除しま す。

address mac-addr （任意） 指定さ れたダイナミ ッ ク  セキュ ア MAC アドレスを削除し
ま す。

interface interface-id （任意） 指定さ れた物理ポート または VLAN 上のすべてのダイナミ ッ
ク  セキュ ア MAC アドレスを削除しま す。

vlan （任意） 指定さ れた  VLAN から指定さ れたセキュ ア MAC アドレスを
削除しま す。 vlan キーワードを入力後、 次のいずれかのオプショ ンを
入力しま す。

• vlan-id ： ト ランク  ポート 上で、 ク リ アする必要のあるアドレスの  
VLAN の  VLAN ID を指定しま す。

• access ： アク セス  ポート で、 アク セス  VLAN 上の指定さ れたセ
キュ ア MAC アドレスをク リ アしま す。

• voice ： アク セス  ポート で、 音声 VLAN 上の指定さ れたセキュ ア 
MAC アドレスをク リ アしま す。

（注） voice キーワードは、 音声 VLAN がポート に設定さ れてその
ポート がアク セス  VLAN でない場合に限り 利用可能です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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次の例では、 MAC アドレス  テーブルから特定の設定済みセキュ ア アドレスを削除する方法を
示しま す。

Switch# clear port-security configured address 0008.0070.0007

次の例では、 特定のインターフェ イスで学習さ れたすべてのダイナミ ッ ク  セキュ ア アドレス
を削除する方法を示しま す。

Switch# clear port-security dynamic interface gigabitethernet1/0/1

次の例では、 アドレス  テーブルから すべてのダイナミ ッ ク  セキュ ア アドレスを削除する方法
を示しま す。

Switch# clear port-security dynamic

show port-security 特権 EXEC コマン ドを入力するこ と により 、情報が削除さ れたかど うかを確
認できま す。

関連コマンド コマンド 説明

switchport port-security インターフェ イス上でポート  セキュ リ ティ を イネーブル
にしま す。

switchport port-security 
mac-address mac-address

セキュ ア MAC アドレスを設定しま す。

switchport port-security maximum 
value 

セキュ ア インターフェ イスにセキュ ア MAC アドレスの
大数を設定しま す。

show port-security インターフェ イスまたはス イッ チに定義さ れたポート  セ
キュ リ ティ 設定を表示しま す。
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clear psp counter
すべてのプロト コ ルについて ドロッ プさ れたパケッ ト のプロト コ ル スト ー ム プロテクショ ン 
カ ウンタをク リ アするには、 clear psp counter 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

clear psp counter [arp | igmp | dhcp]

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC 

コマンド 履歴

例 こ の例では、 DHCP のプロト コ ル スト ー ム プロテクショ ン カ ウンタがク リ アさ れま す。

Switch# clear psp counter dhcp
Switch#

関連コマンド

arp （任意） ARP および ARP スヌーピングの ドロッ プさ れたパケッ ト のカ ウンタを
ク リ アしま す。

dhcp （任意） DHCP および DHCP スヌーピングの ドロッ プさ れたパケッ ト のカ ウンタ
をク リ アしま す。

igmp （任意） IGMP および IGMP スヌーピングの ドロッ プさ れたパケッ ト のカ ウンタ
をク リ アしま す。

リ リース 変更内容

12.2(58)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

psp {arp | dhcp | igmp} pps value ARP、 DHCP、 または IGMP のプロト コ ル スト ー ム プロテ
クショ ンを設定しま す。

show psp config プロト コ ル スト ー ム プロテクショ ンの設定を表示しま す。

show psp statistics ドロッ プさ れたパケッ ト の数を表示しま す。
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clear spanning-tree counters
スパニングツリ ーのカ ウンタをク リ アするには、 clear spanning-tree counters 特権 EXEC コマ
ン ドを使用しま す。

clear spanning-tree counters [interface interface-id]

構文の説明

デフォルト デフォ ルト は定義さ れて いません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン interface-id が指定さ れて いない場合は、 すべての インターフェ イスのスパニングツリ ー カ ウン
タがク リ アさ れま す。

例 次の例では、 すべてのインターフェ イスのスパニングツリ ー カ ウンタをク リ アする方法を示し
ま す。

Switch# clear spanning-tree counters

関連コマンド

interface interface-id （任意） 指定の インターフェ イスのスパニングツリ ー カ ウンタを すべ
てク リ アしま す。 有効なインターフェ イスと しては、 物理ポート 、
VLAN、 ポート  チャ ネルなどがあり ま す。指定でき る VLAN 範囲は 1 
～ 4094 です。 指定でき るポート チャ ネルの範囲は 1 ～ 6 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show spanning-tree スパニングツリ ー ステート 情報を表示しま す。
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clear spanning-tree detected-protocols 
すべてのインターフェ イスまたは指定さ れた インターフェ イスで、 プロト コ ル移行プロセスを
再開する （近接ス イッ チと 強制的に再ネゴシエーショ ンさせる） には、 clear spanning-tree 
detected-protocols 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

clear spanning-tree detected-protocols [interface interface-id]

構文の説明

デフォルト デフォ ルト は定義さ れて いません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン Rapid Per-VLAN Spanning-Tree Plus （Rapid PVST+） プロト コ ルまたはマ ルチ スパニングツリ ー 
プロト コ ル （MSTP） が稼働するス イッ チは、 組み込み済みのプロト コ ル移行メ カニズ ムをサ
ポート して いま す。 それによって、 ス イッ チはレガシー IEEE 802.1D ス イッ チと 相互に動作で
き るよ うになり ま す。 Rapid PVST+ ス イッ チまたは MSTP ス イッ チが、 プロト コ ルのバージョ
ンが 0 に設定さ れて いるレガシー IEEE 802.1D コ ンフィ ギュレーショ ン ブリ ッ ジ プロト コ ル 
データ  ユニッ ト （BPDU） を受信した場合は、 そのポート で IEEE 802.1D BPDU だけを送信し
ま す。 マ ルチ スパニングツリ ー （MST） ス イッ チが、 レガシー BPDU、 別のリ ージョ ンに関連
付けら れた  MST BPDU （バージョ ン 3）、 または高速スパニングツリ ー （RST） BPDU （バー
ジョ ン 2） を受信したと きは、 そのポート がリ ージョ ンの境界にあるこ と を検知しま す。

ただし、 ス イッ チは、 IEEE 802.1D BPDU を受信し なく なった場合であっても 、 自動的には 
Rapid PVST+ モードまたは MSTP モードには戻り ません。 こ れは、 レガシー ス イッ チが指定ス
イッ チでなければ、 リ ンクから削除さ れたかど うかを学習でき ないためです。 こ の状況では、
clear spanning-tree detected-protocols コマン ドを使用しま す。

例 次の例では、 ポート でプロト コ ル移行プロセスを再開する方法を示しま す。

Switch# clear spanning-tree detected-protocols interface gigabitethernet2/0/1

interface interface-id （任意） 指定さ れた インターフェ イスでプロト コ ル移行プロセスを再
開しま す。 有効なインターフェ イスと しては、 物理ポート 、 VLAN、
ポート  チャ ネルなどがあり ま す。指定でき る VLAN 範囲は 1 ～ 4094 
です。 指定でき るポート チャ ネルの範囲は 1 ～ 6 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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clear spanning-tree detected-protocols
関連コマンド コマンド 説明

show spanning-tree スパニングツリ ー ステート 情報を表示しま す。

spanning-tree link-type デフォ ルト  リ ンク タ イプ設定を上書き し、 スパニングツリ ーが
フォ ワーディ ング ステート に高速移行でき るよ うにしま す。
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clear vmps statistics
clear vmps statistics
VLAN Query Protocol （VQP） ク ラ イアント が保持する統計情報をク リ アするには、 clear vmps 
statistics 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

clear vmps statistics

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト デフォ ルト は定義さ れて いません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

例 次の例では、 VLAN メ ンバーシッ プ ポリ シー サーバ （VMPS） 統計情報をク リ アする方法を示
しま す。

Switch# clear vmps statistics

情報が削除さ れたかど うかを確認するには、 show vmps statistics 特権 EXEC コマン ドを入力し
ま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show vmps VQP バージョ ン、 再確認間隔、 再試行回数、 VMPS IP アドレス、 お
よび現在のサーバと プラ イマリ  サーバを表示しま す。
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clear vtp counters
clear vtp counters
VLAN ト ランキング プロト コ ル （VTP） およびプルーニング カ ウンタをク リ アするには、
clear vtp counters 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

clear vtp counters

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト デフォ ルト は定義さ れて いません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

例 次の例では、 VTP カ ウンタをク リ アする方法を示しま す。

Switch# clear vtp counters

情報が削除さ れたかど うかを確認するには、 show vtp counters 特権 EXEC コマン ドを入力しま
す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show vtp VTP 管理ドメ イン、 ステータス、 カ ウンタの一般情報を表示しま す。
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cluster commander-address
cluster commander-address 
こ のコマン ドは、 スタ ン ドアロン ク ラスタ  メ ンバ ス イッ チから  入力する必要はあり ません。
ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チは、 メ ンバ ス イッ チがク ラスタに加入した場合に、 MAC アドレ
スをそのメ ンバ ス イッ チに自動的に提供しま す。 ク ラスタ  メ ンバ ス イッ チは、 こ の情報およ
び他のク ラスタ情報をその実行コ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ルに追加しま す。 デバッ グまた
はリ カバリ 手順の間だけス イッ チをク ラスタから削除する場合は、 ク ラスタ  メ ンバ ス イッ チ 
コ ンソール ポート から、 こ のグローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドの no 形式を使用し
ま す。

cluster commander-address mac-address [member number name name]

no cluster commander-address

構文の説明

デフォルト こ のス イッ チはどのク ラスタのメ ンバでも あり ません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チ上でだけ使用できま す。

各ク ラスタ  メ ンバは、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チを  1 つしか持てません。

ク ラスタ  メ ンバ ス イッ チは、mac-address パラメ ータにより システ ム リ ロー ド中にク ラスタ  コ
マン ド  ス イッ チの  ID を保持しま す。

特定のク ラスタ  メ ンバ ス イッ チで no 形式を入力すると 、 デバッ グまたはリ カバリ 手順の間そ
のク ラスタ  メ ンバ ス イッ チをク ラスタから削除できま す。 通常は、 メ ンバがク ラスタ  コマン
ド  ス イッ チと 通信ができ なく なった場合にだけ、 ク ラスタ  メ ンバ ス イッ チ コ ンソール ポート
からこ のコマン ドを使用するこ と になり ま す。 通常のス イッ チ構成では、 ク ラスタ  コマン ド  
ス イッ チで no cluster member n グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力するこ と
によってだけ、 ク ラスタ  メ ンバ ス イッ チを削除するこ と を推奨しま す。

スタ ンバイ ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チがアク ティ ブになった場合 （ク ラスタ  コマン ド  ス イッ
チになった場合）、 こ のス イッ チは cluster commander-address 行をその設定から削除しま す。

例 次の例では、 実行中のク ラスタ  メ ンバの設定から、 その出力を一部示しま す。

Switch(config)# show running-configuration

mac-address ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チの  MAC アドレス

member number （任意） 設定さ れたク ラスタ  メ ンバ ス イッ チの番号。 指定でき る範囲
は 0 ～ 15 です。

name name （任意） 設定さ れたク ラスタの名前 （ 大 31 文字）

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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cluster commander-address
<output truncated>

cluster commander-address 00e0.9bc0.a500 member 4 name my_cluster

<output truncated>

次の例では、 ク ラスタ  メ ンバ コ ンソールでク ラスタからメ ンバを削除する方法を示しま す。

Switch # configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# no cluster commander-address

設定を確認するには、 show cluster 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

debug cluster ス イッ チが属するク ラスタのステータス およびサマリ ーを表示しま
す。
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cluster discovery hop-count
候補ス イッ チの拡張検出用にホッ プカ ウント の制限を設定するには、 ク ラスタ  コマン ド  ス
イッ チ上で cluster discovery hop-count グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用し
ま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

cluster discovery hop-count number

no cluster discovery hop-count

構文の説明

デフォルト ホッ プ カ ウント は 3 に設定さ れて いま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チ上でだけ使用できま す。 こ のコマン ドは、 ク ラ
スタ  メ ンバ ス イッ チでは機能しません。

ホッ プ カ ウント が 1 に設定さ れた場合、 拡張検出はディ セーブルになり ま す。 ク ラスタ  コマン
ド  ス イッ チは、 ク ラスタのエッ ジから  1 ホッ プの候補だけを検出しま す。 ク ラスタのエッ ジと
は、 後に検出さ れたク ラスタのメ ンバ ス イッ チと 初に検出さ れた候補ス イッ チの間の点で
す。

例 次の例では、 ホッ プ カ ウント 制限を  4 に設定する方法を示しま す。 このコマン ドは、 ク ラスタ  
コマン ド  ス イッ チ上から実行しま す。

Switch(config)# cluster discovery hop-count 4

設定を確認するには、 show cluster 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

number ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チが候補の検出を制限するク ラスタ  エッ ジ
からのホッ プの数。 指定でき る範囲は 1 ～ 7 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show cluster ス イッ チが属するク ラスタのステータス およびサマリ ーを表示し
ま す。

show cluster candidates 候補ス イッ チのリ スト を表示しま す。
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cluster enable
cluster enable
こ のコマン ド対応ス イッ チをク ラスタ  コマン ド  ス イッ チと して イネーブルにし、 ク ラスタ名
を割り 当て、 任意でメ ンバ番号を割り 当て るには、 コマン ド対応ス イッ チ上で cluster enable 
グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 すべてのメ ンバを削除して、 こ
のク ラスタ  コマン ド  ス イッ チを候補ス イッ チにするには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用し
ま す。

cluster enable name [command-switch-member-number]

no cluster enable

構文の説明

デフォルト こ のス イッ チはク ラスタ  コマン ド  ス イッ チではあり ません。

ク ラスタ名は定義さ れません。

ス イッ チがク ラスタ  コマン ド  ス イッ チである場合、 メ ンバ番号は 0 です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン このコマン ドは、 どのク ラスタにも属していない任意のコマン ド対応ス イッ チ上で入力しま す。
装置がすでにク ラスタのメ ンバと して設定さ れている場合、 コマン ドはエラーと なり ま す。

ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チを イネーブルにすると き には、 ク ラスタに名前を付けてく ださ い。
ス イッ チがすでにク ラスタ  コマン ド  ス イッ チと して設定さ れており 、 ク ラスタ名が以前の名
前と 異なって いる場合、 コマン ドはク ラスタ名を変更しま す。

例 次の例では、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チを イネーブルにし、 ク ラスタに名前を付け、 ク ラス
タ  コマン ド  ス イッ チ メ ンバ番号を  4 に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# cluster enable Engineering-IDF4 4

設定を確認するには、ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チで show cluster 特権 EXEC コマン ドを入力し
ま す。

関連コマンド

name ク ラスタ名 （ 大 31 文字）。 指定でき る文字は、 英数字、
ダッ シュ、 および下線だけです。

command-switch-member-number （任意） ク ラスタのク ラスタ  コマン ド  ス イッ チにメ ンバ番
号を割り 当てま す。 範囲は 0 ～ 15 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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cluster enable
コマンド 説明

show cluster ス イッ チが属するク ラスタのステータス およびサマリ ーを表示しま す。
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cluster holdtime
cluster holdtime
ス イッ チ （コマン ドまたはク ラスタ  メ ンバ ス イッ チのいずれか） が、 他のス イッ チのハート
ビート  メ ッ セージを受信し なく なってからそのス イッ チのダウンを宣言するまでの期間を秒単
位で設定するには、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チ上で cluster holdtime グローバル コ ンフィ ギュ
レーショ ン コマン ドを使用しま す。 期間をデフォ ルト 値に設定する場合は、 こ のコマン ドの  
no 形式を使用しま す。

cluster holdtime holdtime-in-secs

no cluster holdtime

構文の説明

デフォルト デフォ ルト のホールド  タ イ ムは 80 秒です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チ上でだけ、 こ のコマン ドと  cluster timer グローバル コ ンフィ ギュ
レーショ ン コマン ドを入力してく ださ い。 ク ラスタ内のすべてのス イッ チ間で設定の一貫性が
保たれるよ うに、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チはこ の値をそのすべてのク ラスタ  メ ンバに伝達
しま す。

ホールド  タ イ ムは通常インターバル タ イマー （cluster timer） の倍数と して設定さ れま す。 た
と えば、 ス イッ チのダウンを宣言するまでには、 「ホールド  タ イ ムを インターバル タ イ ムで
割った秒数」 回のハート ビート  メ ッ セージが連続して受信さ れなかったこ と になり ま す。

例 次の例では、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チでインターバル タ イマーおよびホールド  タ イ ムを変
更する方法を示しま す。

Switch(config)# cluster timer 3
Switch(config)# cluster holdtime 30

設定を確認するには、 show cluster 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

holdtime-in-secs ス イッ チ （コマン ドまたはク ラスタ  メ ンバ ス イッ チ） が、 他のス
イッ チのダウンを宣言するまでの期間 （秒）。 指定でき る範囲は 1 ～ 
300 秒です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show cluster ス イッ チが属するク ラスタのステータス およびサマリ ーを表示しま す。
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cluster member
cluster member
ク ラスタに候補を追加するには、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チ上で cluster member グローバル 
コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 メ ンバをク ラスタから削除するには、 こ のコ
マン ドの  no 形式を使用しま す。

cluster member [n] mac-address H.H.H [password enable-password] [vlan vlan-id]

no cluster member n

構文の説明

デフォルト 新し く イネーブルになったク ラスタ  コマン ド  ス イッ チには、 関連するク ラスタ  メ ンバはあり
ません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 候補をク ラスタに追加したり 、 メ ンバをク ラスタから削除したり する場合に
ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チでだけ入力できま す。 こ のコマン ドをク ラスタ  コマン ド  ス イッ チ
以外のス イッ チで入力すると 、 ス イッ チはコマン ドを拒否し、 エラー メ ッ セージを表示しま
す。

ス イッ チをク ラスタから削除する場合はメ ンバ番号を入力してく ださ い。 ただし、 ス イッ チを
ク ラスタに追加する場合には、 メ ンバ番号を入力する必要はあり ません。 ク ラスタ  コマン ド  
ス イッ チは、 次に利用可能なメ ンバ番号を選択し、 こ れをク ラスタに加入して いるス イッ チに
割り 当てま す。

候補ス イッ チがク ラスタに加入した場合には、 認証を行 うためにそのス イッ チのイネーブル パ
ス ワードを入力してく ださ い。 パス ワードは、 実行コ ンフィ ギュレーショ ンまたはスタート
アッ プ コ ンフィ ギュレーショ ンには保存さ れません。 候補ス イッ チがク ラスタのメ ンバになっ
た後、 そのパス ワードはク ラスタ  コマン ド  ス イッ チ パス ワードと 同じになり ま す。

ス イッ チが、 設定さ れたホスト 名を持たない場合、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チは、 メ ンバ番
号をク ラスタ  コマン ド  ス イッ チ ホスト 名に追加し、 こ れをク ラスタ  メ ンバ ス イッ チに割り 当
てま す。

n ク ラスタ  メ ンバを識別する番号。 範囲は 0 ～ 15 です。

mac-address H.H.H ク ラスタ  メ ンバ ス イッ チの  MAC アドレス （16 進数）。

password enable-password 候補ス イッ チのパス ワードを イネーブルにしま す。 候補ス
イッ チにパス ワードがない場合、 パス ワードは必要あり ませ
ん。

vlan vlan-id （任意） ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チが候補をク ラスタに追加す
ると き に使用さ れる VLAN ID。 指定でき る範囲は 1 ～ 4094 で
す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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VLAN ID を指定して いない場合、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チは自動的に VLAN を選択し、 候
補をク ラスタに追加しま す。

例 次の例では、 ス イッ チをメ ンバ 2、 MAC アドレス  00E0.1E00.2222、 パス ワード  key と してク ラ
スタに追加する方法を示して いま す。 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チは、 VLAN 3 を経由して候補
をク ラスタに追加しま す。

Switch(config)# cluster member 2 mac-address 00E0.1E00.2222 password key vlan 3

次の例では、 MAC アドレス  00E0.1E00.3333 のス イッ チをク ラスタに追加する方法を示しま す。
こ のス イッ チにはパス ワードはあり ません。 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チは、 次に利用可能な
メ ンバ番号を選択し、 こ れをク ラスタに加入して いるス イッ チに割り 当てま す。

Switch(config)# cluster member mac-address 00E0.1E00.3333

設定を確認するには、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チで show cluster members 特権 EXEC コマン
ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show cluster ス イッ チが属するク ラスタのステータス およびサマリ ーを表示
しま す。

show cluster candidates 候補ス イッ チのリ スト を表示しま す。

show cluster members ク ラスタ  メ ンバに関する情報を表示しま す。
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cluster outside-interface
ク ラスタのネッ ト ワーク  アドレス変換 （NAT） の外部インターフェ イスを設定し、 IP アドレ
スのないメ ンバがク ラスタの外部にある装置と 通信でき るよ うにするには、 ク ラスタ  コマン ド  
ス イッ チ上で cluster outside-interface グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま
す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

cluster outside-interface interface-id

no cluster outside-interface

構文の説明

デフォルト デフォ ルト の外部インターフェ イスは、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チによって自動的に選択さ
れま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チ上でだけ入力できま す。 ク ラスタ  メ ンバ ス イッ
チでコマン ドを入力すると 、 エラー メ ッ セージが表示さ れま す。

例 次の例では、 VLAN 1 に外部インターフェ イスを設定する方法を示しま す。

Switch(config)# cluster outside-interface vlan 1

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

interface-id 外部インターフェ イスと して機能するインターフェ イス。 有
効なインターフェ イスと しては、 物理インターフェ イス、
ポート  チャ ネル、 または VLAN があり ま す。 指定でき るポー
ト  チャ ネル範囲は 1 ～ 6 です。 指定でき る VLAN 範囲は 1 ～ 
4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show running-config 現在の動作設定を表示しま す。
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cluster run
ス イッ チ上でク ラスタ リ ングを イネーブルにするには、 cluster run グローバル コ ンフィ ギュ
レーショ ン コマン ドを使用しま す。 ス イッ チでク ラスタ リ ングをディ セーブルにする場合は、
こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

cluster run

no cluster run

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト すべてのス イッ チでク ラスタ リ ングがイネーブルです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チ上で no cluster run コマン ドを入力すると 、 ク ラスタ  コマン ド  ス
イッ チはディ セーブルになり ま す。 ク ラスタ リ ングはディ セーブルになり 、 ス イッ チは候補ス
イッ チになるこ と ができません。

ク ラスタ  メ ンバ ス イッ チで no cluster run コマン ドを入力すると 、 こ のメ ンバ ス イッ チはク ラ
スタから削除さ れま す。 ク ラスタ リ ングはディ セーブルになり 、 ス イッ チは候補ス イッ チにな
るこ と ができません。

ク ラスタに属して いないス イッ チで no cluster run コマン ドを入力すると 、 ク ラスタ リ ングは
そのス イッ チ上でディ セーブルになり ま す。 こ のス イッ チは候補ス イッ チになるこ と ができま
せん。

例 次の例では、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チでク ラスタ リ ングをディ セーブルにする方法を示し
ま す。

Switch(config)# no cluster run

設定を確認するには、 show cluster 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show cluster ス イッ チが属するク ラスタのステータス およびサマリ ーを表示しま す。
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cluster standby-group
既存のホッ ト  スタ ンバイ ルータ  プロト コ ル （HSRP） にク ラスタをバイン ドして、 ク ラスタ  
コマン ド  ス イッ チ冗長を イネーブルにするには、 cluster standby-group グローバル コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 routing-redundancy キーワードを入力するこ と で、 同
一の  HSRP グループが、ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チの冗長性およびルーティ ングの冗長性に対
して使用でき るよ うになり ま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用
しま す。

cluster standby-group HSRP-group-name [routing-redundancy]

no cluster standby-group

構文の説明

デフォルト ク ラスタは、 どの HSRP グループにも バイン ドさ れません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チ上でだけ入力できま す。 ク ラスタ  メ ンバ ス イッ
チでこ れを入力すると 、 エラー メ ッ セージが表示さ れま す。

ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チは、ク ラスタ  HSRP バインディ ング情報を すべてのク ラスタ  HSRP 
対応メ ンバに伝播しま す。 各ク ラスタ  メ ンバ ス イッ チはバインディ ング情報を  NVRAM に保
存しま す。 HSRP グループ名は、 有効なスタ ンバイ グループである必要があり ま す。 そ うでな
い場合、 エラーが発生してコマン ドが終了しま す。

ク ラスタにバイン ドする HSRP スタ ンバイ グループのすべてのメ ンバに同じ グループ名を使用
する必要があり ま す。 バイン ドさ れる HSRP グループのすべてのク ラスタ  HSRP 対応メ ンバに
同じ  HSRP グループ名を使用してく ださ い （ク ラスタを  HSRP グループにバイン ドし ない場合
には、 ク ラスタ  コマンダおよびメ ンバに異なる名前を使用できま す）。

例 次の例では、 my_hsrp と いう名前の  HSRP グループをク ラスタにバイン ドする方法を示しま す。
こ のコマン ドは、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チ上から実行しま す。

Switch(config)# cluster standby-group my_hsrp 

HSRP-group-name ク ラスタにバイン ドさ れる HSRP グループの名前。 設定でき るグルー
プ名は 32 文字までです。

routing-redundancy （任意） 同一の  HSRP スタ ンバイ グループを イネーブルにし、 ク ラス
タ  コマン ド  ス イッ チの冗長性およびルーティ ングの冗長性に対して
使用しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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次の例では、 同じ  HSRP グループ名 my_hsrp を使用して、 ルーティ ング冗長と ク ラスタ冗長を
確立する方法を示しま す。

Switch(config)# cluster standby-group my_hsrp routing-redundancy

次の例では、 こ のコマン ドがク ラスタ  コマン ド  ス イッ チから実行さ れ、指定さ れた  HSRP スタ
ンバイ グループが存在し ない場合のエラー メ ッ セージを示しま す。

Switch(config)# cluster standby-group my_hsrp 
%ERROR: Standby (my_hsrp) group does not exist

次の例では、 こ のコマン ドがク ラスタ  メ ンバ ス イッ チで実行さ れた場合のエラー メ ッ セージ
を示しま す。

Switch(config)# cluster standby-group my_hsrp routing-redundancy
%ERROR: This command runs on a cluster command switch

設定を確認するには、 show cluster 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。 出力は、 ク ラスタ内の
冗長性がイネーブルになったかど うかを示しま す。

関連コマンド コマンド 説明

standby ip インターフェ イスで HSRP を イネーブルにしま す。

show cluster ス イッ チが属するク ラスタのステータス およびサマリ ーを表示しま す。

show standby スタ ンバイ グループ情報を表示しま す。
2-120
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リ フ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
cluster timer
cluster timer
ハート ビート  メ ッ セージの間隔を秒単位で設定するには、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チ上で 
cluster timer グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 値の間隔
を設定する場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

cluster timer interval-in-secs

no cluster timer

構文の説明

デフォルト 8 秒間隔です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドと  cluster holdtime グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドは、 ク ラスタ  コ
マン ド  ス イッ チ上に限り 入力してく ださ い。 ク ラスタ内のすべてのス イッ チ間で設定の一貫性
が保たれるよ うに、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チはこ の値をそのすべてのク ラスタ  メ ンバに伝
達しま す。

ホールド  タ イ ムは通常ハート ビート  インターバル タ イマー （cluster timer） の倍数と して設定
さ れま す。 たと えば、 ス イッ チのダウンを宣言するまでには、 「ホールド  タ イ ムを インターバ
ル タ イ ムで割った秒数」 回のハート ビート  メ ッ セージが連続して受信さ れなかったこ と にな
り ま す。

例 次の例では、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チでハート ビート 間隔のタ イマーおよび期間を変更す
る方法を示しま す。

Switch(config)# cluster timer 3
Switch(config)# cluster holdtime 30

設定を確認するには、 show cluster 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

interval-in-secs ハート ビート  メ ッ セージ間の間隔 （秒）。 指定でき る範囲は 1 ～ 300 
秒です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show cluster ス イッ チが属するク ラスタのステータス およびサマリ ーを表示しま す。
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copy logging onboard
オンボード障害ロギング （OBFL） データを ローカ ル ネッ ト ワークまたは指定したフ ァイ ル シ
ステ ムにコ ピーするには、 ス イッ チ スタッ ク上またはスタ ン ドアロ ン ス イッ チ上で copy 
logging onboard 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

copy logging onboard module stack-member destination

（注） こ のコマン ドは、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チのみでサポート
さ れて いま す。

構文の説明

デフォルト こ のコマン ドにはデフォ ルト 設定はあり ません。

module 
stack-member

スタッ ク  メ ンバ番号を指定しま す。 ス イッ チがスタ ン ドアロ ン ス イッ チ
の場合、 ス イッ チ番号は 1 です。 ス イッ チがスタッ ク内にある場合は、 ス
タッ ク内のス イッ チ メ ンバの数に応じて、 1 ～ 4 の範囲内の値を指定でき
ま す。

destination ローカ ル ネッ ト ワーク上またはフ ァイ ル システ ム上にある、 システ ム 
メ ッ セージのコ ピー先と する場所を指定しま す。

destination には、 ローカ ルまたはネッ ト ワーク  フ ァイ ル システ ム上のコ
ピー先の場所と フ ァイ ル名を指定しま す。 次のオプショ ンがサポート さ れ
て いま す。

• ローカ ル フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムの構文 ：
flash[number]:/filename

スタッ ク  マスターのスタッ ク  メ ンバ番号を指定するには、 number パ
ラメ ータを使用しま す。 number に指定でき る範囲は 1 ～ 4 です。

• FTP の構文 ： 
ftp://username:password@host/filename

• HTTP サーバの構文 ：
http://[[username:password]@]{hostname | host-ip}[/directory]/filename

• NVRAM の構文 ：
nvram:/filename

• null フ ァイ ル システ ムの構文 ：
null:/filename

• リ モート  コ ピー プロト コ ル （RCP） の構文 ：
rcp://username@host/filename

• ス イッ チ フ ァイ ル システ ムの構文 ： 
system:filename

• 一時フ ァイ ル システ ムの構文 ：
tmpsys:/filename

• TFTP の構文 ： 
tftp:[[//location]/directory]/filename
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コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン OBFL については、 hw-module コマン ドを参照してく ださ い。

例 次の例では、 スタッ ク  メ ンバ 3 の  OBFL データ  メ ッ セージをフ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ム上
の  obfl_file フ ァイ ルにコ ピーする方法を示しま す。

Switch# copy logging onboard module 3 flash:obfl_file
OBFL copy successful
Switch#

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(53)SE1 このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

hw-module module [switch-number] logging onboard OBFL を イネーブルにしま す。

show logging onboard OBFL 情報を表示しま す。
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define interface-range
インターフェ イス範囲マク ロを作成するには、 define interface-range グローバル コ ンフィ ギュ
レーショ ン コマン ドを使用しま す。 定義さ れたマク ロを削除するには、 こ のコマン ドの  no 形
式を使用しま す。

define interface-range macro-name interface-range

no define interface-range macro-name interface-range

構文の説明

デフォルト こ のコマン ドにはデフォ ルト 設定はあり ません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン マク ロ名は、 大 32 文字の文字列です。

マク ロには、 大 5 つの範囲を含め るこ と ができま す。

ある範囲内のすべてのインターフェ イスは同じタ イプ、 つま り 、 すべてがフ ァスト  イーサネッ
ト  ポート 、 すべてがギガビッ ト  イーサネッ ト  ポート 、 すべてが EtherChannel ポート 、 または
すべてが VLAN のいずれかでなければなり ません。 ただし、 マク ロ内では複数のインターフェ
イス  タ イプを組み合わせるこ と ができま す。

interface-range を入力する場合は、 次のフォーマッ ト を使用しま す。

• type {first-interface} - {last-interface}

• interface-range を入力すると きは、 初のインターフェ イス番号と ハイフンの間にスペース
を入れま す。 たと えば、 gigabitethernet 1/0/1 - 2 は有効な範囲ですが、 gigabitethernet 
1/0/1-2 は有効な範囲ではあり ません。

type および interface  の有効値は次のと おり です。

• vlan vlan-id。 こ こ で、 VLAN ID の範囲は 1 ～ 4094 です。

（注） コマン ド ラ イン インターフェ イスには複数の  VLAN ID を設定するオプショ ンがあ
り ま すが、 サポート さ れて いません。

macro-name インターフェ イス範囲マク ロの名前 （ 大 32 文字）。

interface-range インターフェ イス範囲。 インターフェ イス範囲の有効値については、 「使
用上のガイ ド ラ イン」 を参照してく ださ い。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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define interface-range
VLAN インターフェ イスは、 interface vlan コマン ドで設定する必要があり ま す （show 
running-config 特権 EXEC コマン ドは、 設定さ れた  VLAN インターフェ イスを表示しま
す）。 show running-config コマン ドで表示さ れない VLAN インターフェ イスは、
interface-range では使用できません。

• port-channel port-channel-number。 こ こ で、 port-channel-number は 1 ～ 6 です。

• fastethernet stack member/module/{first port} - {last port}

• gigabitethernet stack member/module/{first port} - {last port}

物理インターフェ イス

• stack member は、 スタッ ク内のス イッ チ識別に使用する番号です。 番号に指定でき る範囲
は 1 ～ 4 で、 スタッ ク  メ ンバの 初の初期化の際に、 ス イッ チに割り 当てら れま す。

（注） スタッ ク構成をサポート して いるのは、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 
2960-S ス イッ チだけです。

• モジュールは常に 0 です。

• 使用可能範囲は、 type stack member/0/number - number  です （例 ： gigabitethernet 1/0/1 - 2)。

範囲を定義すると きは、 ハイフン （-） の前にスペースが必要です。 次に例を示しま す。

• gigabitethernet1/0/1 - 2

複数の範囲を入力するこ と も できま す。 複数の範囲を定義すると きは、 カンマ （,） の前の 初
のエント リ の後にスペースを入力する必要があり ま す。 カンマの後のスペースは任意になり ま
す。 次に例を示しま す。

• fastethernet1/0/3, gigabitethernet1/0/1 - 2

• fastethernet1/0/3 -4, gigabitethernet1/0/1 - 2

例 次の例では、 複数インターフェ イスのマク ロを作成する方法を示しま す。

Switch(config)# define interface-range macro1 fastethernet1/01 - 2, gigabitethernet1/0/1 - 2

関連コマンド コマンド 説明

interface range 複数のポート で 1 つのコマン ドを同時に実行しま す。

show running-config 定義さ れたマク ロを含む現在の動作設定を表示しま す。
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delete
delete
フ ラッ シュ  メ モリ  デバイス上のフ ァイ ルまたはディ レク ト リ を削除するには、 delete 特権 
EXEC コマン ドを使用しま す。

delete [/force] [/recursive] filesystem:/file-url

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン /force キーワードを使用すると 、 削除プロセスにおいて削除の確認を要求するプロ ンプト が、
初の  1 回だけと なり ま す。

/force キーワードを指定せずに /recursive キーワードを使用すると 、 フ ァイ ルごと に削除の確
認を要求するプロ ンプト が表示さ れま す。

プロ ンプト 動作は、 file prompt グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドの設定によって
異なり ま す。 デフォ ルト では、 ス イッ チは、 破壊的なフ ァイ ル操作に関する確認をプロ ンプト
で要求しま す。 こ のコマン ドの詳細については、 『Cisco IOS Command Reference for Release 
12.1』 を参照してく ださ い。

例 次の例では、 新し いイメ ージのダウンロードが正常に終了した後で、 古いソ フト ウェア イメ ー
ジを含むディ レク ト リ を削除する方法を示しま す。

Switch# delete /force /recursive flash:/old-image

dir filesystem: 特権 EXEC コマン ドを入力するこ と により 、 ディ レ ク ト リ が削除さ れたかど うか
を確認できま す。

/force （任意） 削除を確認するプロ ンプト を抑制しま す。

/recursive （任意） 指定さ れたディ レク ト リ およびそのディ レク ト リ に含ま れるすべてのサ
ブディ レク ト リ およびフ ァイ ルを削除しま す。

filesystem: フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムのエイリ アスです。

スタッ ク  メ ンバまたはスタッ ク  マスター上のローカ ル フ ラッ シュ  フ ァイ ル シス
テ ムの構文 ：
flash:

スタッ ク  マスターから、 スタッ ク  メ ンバ上のローカ ル フ ラッ シュ  フ ァイ ル シス
テ ムの構文 ：
flash member number:

（注） スタッ ク は、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チ
のみでサポート さ れて いま す。

/file-url 削除するパス （ディ レク ト リ ） およびフ ァイ ル名。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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delete
関連コマンド コマンド 説明

archive download-sw 新し いイメ ージをス イッ チにダウンロードし、 既存のイメ ージを上書
きまたは保存しま す。
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deny（ ARP アクセス  リ スト  コンフィ ギュレーショ ン）
deny （ARP アクセス リスト  コ ンフィ ギュレーショ ン）
DHCP バインディ ングと の照合に基づいて アドレス解決プロト コ ル （ARP） パケッ ト を拒否す
るには、 deny ARP アク セス  リ スト  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 アク セス  
リ スト から指定さ れたアク セス  コ ント ロール エント リ （ACE） を削除するには、 このコマン
ドの  no 形式を使用しま す。

deny {[request] ip {any | host sender-ip | sender-ip sender-ip-mask} mac {any | host sender-mac 
| sender-mac sender-mac-mask} | response ip {any | host sender-ip | sender-ip sender-ip-mask} 
[{any | host target-ip | target-ip target-ip-mask}] mac {any | host sender-mac | sender-mac 
sender-mac-mask} [{any | host target-mac | target-mac target-mac-mask}]} [log]

no deny {[request] ip {any | host sender-ip | sender-ip sender-ip-mask} mac {any | host 
sender-mac | sender-mac sender-mac-mask} | response ip {any | host sender-ip | sender-ip 
sender-ip-mask} [{any | host target-ip | target-ip target-ip-mask}] mac {any | host sender-mac 
| sender-mac sender-mac-mask} [{any | host target-mac | target-mac target-mac-mask}]} [log]

構文の説明

デフォルト デフォ ルト 設定はあり ません。 ただし、 ARP アク セス  リ スト の末尾に暗黙の  deny ip any mac 
any コマン ドがあり ま す。

コマンド  モード ARP アク セス  リ スト  コ ンフィ ギュレーショ ン

request （任意） ARP 要求と の一致を定義しま す。 request を指定し ない場
合は、 すべての  ARP パケッ ト に対して照合が行われま す。

ip 送信側 IP アドレスを指定しま す。

any すべての  IP アドレスまたは MAC アドレスを拒否しま す。

host sender-ip 指定さ れた送信側 IP アドレスを拒否しま す。

sender-ip sender-ip-mask 指定さ れた範囲の送信側 IP アドレスを拒否しま す。

mac 送信側 MAC アドレスを拒否しま す。

host sender-mac 特定の送信側 MAC アドレスを拒否しま す。

sender-mac 
sender-mac-mask

指定さ れた範囲の送信側 MAC アドレスを拒否しま す。

response ip ARP 応答の  IP アドレス値を定義しま す。

host target-ip 指定さ れたターゲッ ト  IP アドレスを拒否しま す。

target-ip target-ip-mask 指定さ れた範囲のターゲッ ト  IP アドレスを拒否しま す。

mac ARP 応答の  MAC アドレス値を拒否しま す。

host target-mac 指定さ れたターゲッ ト  MAC アドレスを拒否しま す。

target-mac 
target-mac-mask

指定さ れた範囲のターゲッ ト  MAC アドレスを拒否しま す。

log （任意） ACE と 一致するパケッ ト を記録しま す。
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deny （ARP アクセス リスト  コ ンフィ ギュレーショ ン）
コマンド 履歴

使用上のガイド ライン deny 句を追加すると 、 一致条件に基づいて  ARP パケッ ト を ドロッ プできま す。

例 次の例では、 ARP アク セス  リ スト を定義し、 IP アドレスが 1.1.1.1 で MAC アドレスが 
0000.0000.abcd のホスト からの  ARP 要求と  ARP 応答の両方を拒否する方法を示しま す。

Switch(config)# arp access-list static-hosts
Switch(config-arp-nacl)# deny ip host 1.1.1.1 mac host 0000.0000.abcd
Switch(config-arp-nacl)# end

設定を確認するには、 show arp access-list 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

arp access-list ARP アク セス  コ ント ロール リ スト （ACL） を定義しま す。

ip arp inspection filter vlan スタティ ッ ク  IP アドレスで設定さ れたホスト からの  ARP 要求
および応答を許可しま す。

permit （ARP アク セス  リ ス
ト  コ ンフィ ギュレーショ ン）

DHCP バインディ ングと の一致に基づいて  ARP パケッ ト を許
可しま す。

show arp access-list ARP アク セス  リ スト に関する詳細を表示しま す。
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deny（ MAC アクセス  リ スト  コンフィ ギュレーショ ン）
deny （MAC アクセス リスト  コ ンフィ ギュレーショ ン）
条件が一致した場合に、非 IP ト ラフィ ッ クの転送を回避するには、deny MAC アク セス  リ スト  
コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 拒否条件を名前付き  MAC アク セス  リ スト か
ら削除するには、 こ のコマン ドの no 形式を使用しま す。

{deny | permit} {any | host src-MAC-addr | src-MAC-addr mask} {any | host dst-MAC-addr | 
dst-MAC-addr mask} [type mask | aarp | amber | cos cos | dec-spanning | decnet-iv | 
diagnostic | dsm | etype-6000 | etype-8042 | lat | lavc-sca | lsap lsap mask |mop-console | 
mop-dump | msdos | mumps | netbios | vines-echo | vines-ip | xns-idp]

no {deny | permit} {any | host src-MAC-addr | src-MAC-addr mask} {any | host dst-MAC-addr | 
dst-MAC-addr mask} [type mask | aarp | amber | cos cos | dec-spanning | decnet-iv | 
diagnostic | dsm | etype-6000 | etype-8042 | lat | lavc-sca | lsap lsap mask | mop-console | 
mop-dump | msdos | mumps | netbios | vines-echo | vines-ip | xns-idp]

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明 any あらゆる送信元または宛先 MAC アドレスを拒否するために指定す
るキーワードです。

host src MAC-addr |
src-MAC-addr mask

ホスト  MAC アドレスと 任意のサブネッ ト  マスクを定義しま す。
パケッ ト の送信元アドレスが定義さ れたアドレスに一致する場合、
そのアドレスからの非 IP ト ラフィ ッ ク は拒否さ れま す。

host dst-MAC-addr | 
dst-MAC-addr mask

宛先 MAC アドレスと 任意のサブネッ ト  マスクを定義しま す。 パ
ケッ ト の宛先アドレスが定義さ れたアドレスに一致する場合、 そ
のアドレスへの非 IP ト ラフィ ッ ク は拒否さ れま す。

type mask （任意） パケッ ト の Ethertype 番号と 、 Ethernet II または SNAP カプ
セル化を使用して、 パケッ ト のプロト コ ルを識別しま す。

type には、 0 ～ 65535 の  16 進数を指定できま す。

mask は、一致をテスト する前に Ethertype に適用さ れる don’ t care 
ビッ ト のマスク です。

aarp （任意） データ リ ンク  アドレスを ネッ ト ワーク  アドレスにマッ ピ
ングする Ethertype AppleTalk Address Resolution Protocol を選択し
ま す。

amber （任意） EtherType DEC-Amber を選択しま す。

cos cos （任意） プラ イオリ ティ を設定するため、 0 ～ 7 までのサービス  ク
ラス （CoS） 値を選択しま す。 CoS に基づく フィ ルタ リ ングは、
ハード ウェアでだけ実行可能です。 cos オプショ ンが設定さ れて い
るかど うかを確認する警告メ ッ セージが表示さ れま す。

dec-spanning （任意） EtherType Digital Equipment Corporation （DEC） スパニング
ツリ ーを選択しま す。

decnet-iv （任意） EtherType DECnet Phase IV プロト コ ルを選択しま す。

diagnostic （任意） EtherType DEC-Diagnostic を選択しま す。

dsm （任意） EtherType DEC-DSM を選択しま す。

etype-6000 （任意） EtherType 0x6000 を選択しま す。
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deny （MAC アクセス リスト  コ ンフィ ギュレーショ ン）
（注） appletalk は、 コマン ド ラ インのヘルプ スト リ ングには表示さ れま すが、 一致条件と してはサ
ポート さ れて いません。

IPX ト ラフィ ッ クをフィ ルタ リ ングするには、 使用さ れて いる IPX カプセル化のタ イプに応じ
て、 type mask または lsap lsap mask キーワードを使用しま す。 表 2-12 に、 Novell 用語と  Cisco 
IOS 用語での  IPX カプセル化タ イプに対応するフィ ルタ条件を一覧表示しま す。

デフォルト こ のコマン ドには、 デフォ ルト はあり ません。 ただし、 名前付き  MAC ACL のデフォ ルト  アク
ショ ンは拒否です。

コマンド  モード MAC アク セス  リ スト  コ ンフィ ギュレーショ ン

etype-8042 （任意） EtherType 0x8042 を選択しま す。

lat （任意） EtherType DEC-LAT を選択しま す。

lavc-sca （任意） EtherType DEC-LAVC-SCA を選択しま す。

lsap lsap-number mask （任意） パケッ ト の LSAP 番号 （0 ～ 65535） と  802.2 カプセル化を
使用して、 パケッ ト のプロト コ ルを識別しま す。

mask は、 一致をテスト する前に LSAP 番号に適用さ れる don’ t 
care ビッ ト のマスク です。

mop-console （任意） EtherType DEC-MOP Remote Console を選択しま す。

mop-dump （任意） EtherType DEC-MOP Dump を選択しま す。

msdos （任意） EtherType DEC-MSDOS を選択しま す。

mumps （任意） EtherType DEC-MUMPS を選択しま す。

netbios （任意） EtherType DEC-Network Basic Input/Output System
（NETBIOS） を選択しま す。

vines-echo （任意） Banyan Systems によ る EtherType Virtual Integrated Network 
Service （VINES） Echo を選択しま す。

vines-ip （任意） EtherType VINES IP を選択しま す。

xns-idp （任意） 10 進数、 16 進数、 または 8 進数の任意の  Ethertype である 
EtherType Xerox Network Systems （XNS） プロト コ ル ス イート （0 
～ 65535） を選択しま す。

表 2-12 IPX フィ ルタ基準

IPX カプセル化タ イプ

フィ ルタ基準Cisco IOS 名 Novell 名
arpa Ethernet II Ethertype 0x8137

snap Ethernet-snap Ethertype 0x8137

sap Ethernet 802.2 LSAP 0xE0E0

novell-ether Ethernet 802.3 LSAP 0xFFFF
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deny（ MAC アクセス  リ スト  コンフィ ギュレーショ ン）
コマンド 履歴

使用上のガイド ライン MAC アク セス  リ スト  コ ンフィ ギュレーショ ン モードを開始するには、 mac access-list 
extended グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。

host キーワードを使用した場合、 アドレス  マスク は入力できません。 host キーワードを使用し
ない場合は、 アドレス  マスクを入力する必要があり ま す。

アク セス  コ ント ロール エント リ （ACE） がアク セス  コ ント ロール リ スト に追加さ れた場合、
リ スト の 後には暗黙の  deny-any-any 条件が存在しま す。 つま り 、 一致がない場合にはパケッ
ト は拒否さ れま す。 ただし、 初の  ACE が追加さ れる前に、 リ スト はすべてのパケッ ト を許
可しま す。

名前付き  MAC 拡張アク セス  リ スト の詳細については、 このリ リ ースに対応するソ フト ウェア 
コ ンフィ ギュレーショ ン ガイ ドを参照してく ださ い。

例 次の例では、 すべての送信元から  MAC アドレス  00c0.00a0.03fa への  NETBIOS ト ラフィ ッ クを
拒否する名前付き  MAC 拡張アク セス  リ スト を定義する方法を示しま す。 このリ スト に一致す
るト ラフィ ッ ク は拒否さ れま す。

Switch(config-ext-macl)# deny any host 00c0.00a0.03fa netbios.

次の例では、 名前付き  MAC 拡張アク セス  リ スト から拒否条件を削除する方法を示しま す。

Switch(config-ext-macl)# no deny any 00c0.00a0.03fa 0000.0000.0000 netbios.

次の例では、 Ethertype 0x4321 のすべてのパケッ ト を拒否しま す。

Switch(config-ext-macl)# deny any any 0x4321 0

設定を確認するには、 show access-lists 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

mac access-list extended 非 IP ト ラフィ ッ ク用に MAC アドレス  ベースのアク セス  リ ス
ト を作成しま す。

permit （MAC アク セス  リ ス
ト  コ ンフィ ギュレーショ ン）

条件が一致した場合に非 IP ト ラフィ ッ ク が転送さ れるのを許
可しま す。

show access-lists ス イッ チに設定さ れた  ACL を表示しま す。
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diagnostic monitor
diagnostic monitor
diagnostic monitor グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、ヘルス  モニタ リ ン
グ診断テスト を設定しま す。 テスト をディ セーブルにし、 デフォ ルト 設定に戻す場合は、 このコ
マン ドの no 形式を使用しま す。

diagnostic monitor switch {num} test {test-id | test-id-range | all}

diagnostic monitor interval switch {num} test {test-id | test-id-range | all} hh:mm:ss milliseconds day 

diagnostic monitor syslog

diagnostic monitor threshold switch {num} test {test-id | test-id-range | all} count failure count

no diagnostic monitor switch {num} test {test-id | test-id-range | all}

no diagnostic monitor interval switch {num} test {test-id | test-id-range | all} 

no diagnostic monitor syslog

no diagnostic monitor threshold switch {num} test {test-id | test-id-range | all} failure count 

（注） こ のコマン ドは、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チのみでサポート
さ れて いま す。

構文の説明

デフォルト • モニタ リ ングはディ セーブルです。

• syslog がイネーブルです。

switch num モジュール番号を指定しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 4 です。

test 実行するテスト を指定しま す。

test-id 実行するテスト の識別番号。 詳細については、 「使用上のガイ ド ラ
イン」 の項を参照してく ださ い。

test-id-range 実行するテスト の識別番号の範囲。 詳細については、 「使用上のガ
イ ド ラ イン」 の項を参照してく ださ い。

all すべての診断テスト を実行しま す。

interval テスト を実行する間隔を指定しま す。

hh:mm:ss テスト の時間間隔を指定しま す。 形式については、 「使用上のガイ
ド ラ イン」 の項を参照してく ださ い。

milliseconds 時間 （ミ リ 秒） を指定しま す。 指定でき る値は 0 ～ 999 です。

day  テスト の間隔 （日数） を指定しま す。 形式については、 「使用上の
ガイ ド ラ イン」 の項を参照してく ださ い。

syslog ヘルス  モニタ診断テスト が失敗した場合に Syslog メ ッ セージを生
成しま す。

threshold 障害しき い値を指定しま す。

failure count 
count

障害しき い値のカ ウント を指定しま す。
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コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン テスト をスケジューリ ングする場合、 次の注意事項があり ま す。

• test-id ：テスト  ID リ スト を表示するには、 show diagnostic content 特権 EXEC コマン ドを使
用しま す。

• test-id-range ： テスト  ID リ スト を表示するには、 show diagnostic content コマン ドを使用し
ま す。 カンマおよびハイフンで区切ら れた整数で範囲を入力しま す （例 ： 1,3-6 はテスト  
ID 1、 3、 4、 5 および 6）。

• hh ： 時間 （0 ～ 23） を入力しま す。

• mm ： 分 （0 ～ 60） を入力しま す。

• ss ： 秒 （0 ～ 60） を入力しま す。

• milliseconds ： ミ リ 秒 （0 ～ 999） を入力しま す。

• day ： 0 ～ 20 の数字と して日を入力しま す。

diagnostic monitor switch {num} test {test-id | test-id-range | all} コマン ドを入力する場合は、 次
の注意事項に従ってく ださ い。

• すべての接続ポート をディ セーブルにし、 ネッ ト ワーク  ト ラフィ ッ クを隔離しま す。 テス
ト 中はテスト  パケッ ト を送出できません。

• システ ムまたはテスト 済みモジュールを リ セッ ト した後で、 システ ムを通常の動作モード
に戻しま す。

（注） スタッ クのス イッ チにリ ロー ドさ れた属性がある診断テスト を実行して いる場合、 ケーブル接
続の設定に応じてスタッ クをパーティ ショ ンで区切るこ と ができま す。 スタッ クをパーティ
ショ ンで区切らないよ うにするには、 show switch detail 特権 EXEC コマン ドを入力して、 ス
タッ ク設定を確認する必要があり ま す。

例 次の例では、 2 分ごと に指定したテスト を行 う よ うに設定する方法を示しま す。

Switch(config)# diagnostic monitor interval  1 test 1 00:02:00 0 1

次の例では、 ヘルス  モニタが以前にイネーブルになって いない場合に、 指定さ れたス イッ チで
テスト を実行する方法を示しま す。

Switch(config)# diagnostic monitor switch 1 test 1

次の例では、 ス イッ チ上でテスト  モニタ リ ング用の障害しき い値を設定する方法を示しま す。

Switch(config)# diagnostic monitor threshold switch 1 test 1 failure count 50

リ リース 変更内容

12.2(53)SE1 このコマン ドが追加さ れま した。 
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次の例では、 ヘルス  モニタ  テスト が失敗した場合に Syslog メ ッ セージの生成を イネーブルに
する方法を示しま す。

Switch(config)# diagnostic monitor syslog

関連コマンド コマンド 説明

show diagnostic オンラ イン診断テスト の結果を表示しま す。
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diagnostic schedule 
diagnostic schedule 特権 EXEC コマン ドを使用して、 診断テスト のスケジューリ ングを設定しま
す。 スケジューリ ングを削除し、 デフォ ルト 設定に戻す場合は、 このコマン ドの no 形式を使用
しま す。

diagnostic schedule switch num test {test-id | test-id-range | all | basic | non-disruptive} {daily 
hh:mm | on mm dd yyyy hh:mm | weekly day-of-week hh:mm}

no diagnostic schedule switch num test {test-id | test-id-range | all | basic | non-disruptive} {daily 
hh:mm | on mm dd yyyy hh:mm | weekly day-of-week hh:mm}

（注） こ のコマン ドは、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チのみでサポート
さ れて いま す。

構文の説明

デフォルト こ のコマン ドにデフォ ルト 設定はあり ません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

switch num ス イッ チ番号を指定しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 4 です。

test スケジューリ ングするテスト を指定しま す。

test-id 実行するテスト の識別番号。 詳細については、 「使用上のガイ ド ラ
イン」 の項を参照してく ださ い。

test-id-range 実行するテスト の識別番号の範囲。 詳細については、 「使用上のガ
イ ド ラ イン」 の項を参照してく ださ い。

all すべての診断テスト を実行しま す。

basic 基本的なオンデマン ドの診断テスト を実行しま す。

non-disruptive ノ ンディ ス ラプティ ブ ヘルス モニタ  テスト を実行しま す。

daily hh:mm テスト ベースの診断タスクのスケジュール （日単位） を指定しま
す。 形式については、 「使用上のガイ ド ラ イン」 の項を参照してく
ださ い。

on mm dd yyyy 
hh:mm

テスト ベースの診断タスクのスケジュールを指定しま す。 形式につ
いては、 「使用上のガイ ド ラ イン」 の項を参照してく ださ い。

weekly day-of-week 
hh:mm

テスト ベースの診断タスクのスケジュール （週単位） を指定しま
す。 形式については、 「使用上のガイ ド ラ イン」 の項を参照してく
ださ い。

リ リース 変更内容

12.2(53)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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使用上のガイド ライン テスト をスケジューリ ングする場合、 次の注意事項があり ま す。

• test-id ： テスト  ID リ スト を表示するには、 show diagnostic content コマン ドを使用しま す。

• test-id-range ： テスト  ID リ スト を表示するには、 show diagnostic content コマン ドを使用し
ま す。 カンマおよびハイフンで区切ら れた整数で範囲を入力しま す （例 ： 1,3-6 はテスト  
ID 1、 3、 4、 5 および 6）。

• hh:mm ： 2 桁の数字 （24 時間表記） で時間および分を入力しま す。 コ ロン （:） が必要です。

• mm ： January、 February ～ December のよ うに、 月を入力しま す （大文字または小文字のい
ずれかを使用）。

• dd ： 2 桁の数字で日を入力しま す。

• yyyy ： 4 桁の数字で年を入力しま す。

• day-of-week ： Monday、 Tuesday ～ Sunday のよ うに、 曜日を入力しま す （大文字または小文
字のいずれかを使用）。

例 次の例では、 特定のス イッ チに対して特定の日時に診断テスト をスケジューリ ングする方法を
示しま す。

Switch(config)# diagnostic schedule  1 test 1,2,4-6 on january 3 2006 23:32

次の例では、 指定さ れたス イッ チで毎週特定の時間に診断テスト を行 う よ うスケジューリ ングす
る方法を示しま す。

Switch(config)# diagnostic schedule  1 test 1,2,4-6 weekly friday 09:23

関連コマンド コマンド 説明

show diagnostic オンラ イン診断テスト の結果を表示しま す。
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diagnostic start
指定した診断テスト を実行するには、 diagnostic start ユーザ コマン ドを使用しま す。

diagnostic start switch num test {test-id | test-id-range | all | basic | non-disruptive}

（注） こ のコマン ドは、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チのみでサポート
さ れて いま す。

構文の説明

デフォルト こ のコマン ドにデフォ ルト 設定はあり ません。

コマンド  モード ユーザ EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン テスト  ID リ スト を表示するには、 show diagnostic content コマン ドを使用しま す。

test-id-range をカンマおよびハイフンで区切ら れた整数で入力しま す （例 ： 1,3-6 はテスト  ID 1、
3、 4、 5、 および 6）。

例 次の例では、 特定のス イッ チで診断テスト を実行する方法を示しま す。

Switch> diagnostic start switch 1 test 1
Switch>
06:27:50: %DIAG-6-TEST_RUNNING: Switch 1: Running TestPortAsicStackPortLoopback{ID=1} ...
(switch-1)
06:27:51: %DIAG-6-TEST_OK: Switch 1: TestPortAsicStackPortLoopback{ID=1} has completed
successfully (switch-1)

test 実行するテスト を指定しま す。

test-id 実行するテスト の識別番号。 詳細については、 「使用上のガイ ド ラ
イン」 の項を参照してく ださ い。

test-id-range 実行するテスト の識別番号の範囲。 詳細については、 「使用上のガ
イ ド ラ イン」 の項を参照してく ださ い。

all すべての診断テスト を実行しま す。

basic 基本的なオンデマン ドの診断テスト を実行しま す。

non-disruptive ノ ンディ ス ラプティ ブ ヘルス モニタ  テスト を実行しま す。

リ リース 変更内容

12.2(53)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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次の例では、 正常なシステ ム動作を阻害するス イッ チに診断テスト  2 を開始する方法を示し
ま す。

Switch> diagnostic start switch 1 test 2
Switch 1: Running test(s) 2 will cause the switch under test to reload after completion of
the test list.
Switch 1: Running test(s) 2 may disrupt normal system operation
Do you want to continue?[no]: y
Switch>
16:43:29: %STACKMGR-2-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 2 Switch 2 has changed to state DOWN
16:43:30: %STACKMGR-2-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 1 Switch 9 has changed to state DOWN
16:43:30: %STACKMGR-2-SWITCH_REMOVED: Switch 1 has been REMOVED from the stack
Switch#
16:44:35: %STACKMGR-2-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 1 Switch 2 has changed to state UP
16:44:37: %STACKMGR-2-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 2 Switch 2 has changed to state UP
16:44:45: %STACKMGR-2-SWITCH_ADDED: Switch 1 has been ADDED to the stack
16:45:00: %STACKMGR-3-SWITCH_READY: Switch 1 is READY
16:45:00: %STACKMGR-2-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 1 Switch 1 has changed to state UP
16:45:00: %STACKMGR-2-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 2 Switch 1 has changed to state UP
00:00:20: %STACKMGR-2-SWITCH_ADDED: Switch 1 has been ADDED to the stack (Switch-1)
00:00:20: %STACKMGR-2-SWITCH_ADDED: Switch 2 has been ADDED to the stack (Switch-1)
00:00:25: %SPANTREE-3-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan (Switch-1)
00:00:29: %SYS-3-CONFIG_I: Configured from memory by console (Switch-1)
00:00:29: %STACKMGR-3-SWITCH_READY: Switch 2 is READY (Switch-1)
00:00:29: %STACKMGR-3-MASTER_READY: Master Switch 2 is READY (Switch-1)
00:00:30: %STACKMGR-3-SWITCH_READY: Switch 1 is READY (Switch-1)
00:00:30: %DIAG-6-TEST_RUNNING: Switch 1: Running TestPortAsicLoopback{ID=2} ...
(Switch-1)
00:00:30: %DIAG-6-TEST_OK: Switch 1: TestPortAsicLoopback{ID=2} has completed successfully
(Switch-1)

次のメ ッ セージは、 テスト を実行するこ と により スタッ ク接続性が失われる場合に表示さ れ
ま す。

Switch 3: Running test(s) 2 will cause the switch under test to reload after completion of
the test list.
Switch 3: Running test(s) 2 may disrupt normal system operation
Do you want to continue?[no]:

次のメ ッ セージは、 テスト を実行するこ と により スタッ クの分離が発生する場合に表示さ れ
ま す。

Switch 4: Running test(s) 2 will cause the switch under test to reload after completion of
the test list.
Switch 4: Running test(s) 2 will partition stack
Switch 4: Running test(s) 2 may disrupt normal system operation
Do you want to continue?[no]:

関連コマンド コマンド 説明

show diagnostic オンラ イン診断テスト の結果を表示しま す。
2-139
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
dot1x
dot1x
IEEE 802.1x 認証を グローバルにイネーブルにするには、 dot1x グローバル コ ンフィ ギュレー
ショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用し
ま す。

dot1x {critical {eapol | recovery delay milliseconds} | {guest-vlan supplicant} | 
system-auth-control}

no dot1x {critical {eapol | recovery delay} | {guest-vlan supplicant} | system-auth-control}

（注） credentials name キーワードは、 コマン ド ラ インのヘルプ スト リ ングには表示さ れま すが、 サ
ポート さ れて いません。

構文の説明

デフォルト IEEE 802.1x 認証はディ セーブルで、 オプショ ンのゲスト  VLAN の動作はディ セーブルです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン IEEE 802.1x 認証を グローバルにイネーブルにする前に、 認証、 許可、 アカ ウンティ ング
（AAA） を イネーブルにし、 認証方式リ スト を指定する必要があり ま す。 方式リ スト には、
ユーザの認証に使用する、 順序と 認証方式が記述さ れて いま す。

ス イッ チの  IEEE 802.1x 認証を グローバルにイネーブルにする前に、 IEEE 802.1x 認証および 
EtherChannel が設定さ れて いるインターフェ イスから  EtherChannel の設定を削除しま す。

EAP-Transparent LAN Service （TLS） および EAP-MD5 で IEEE 802.1x を認証する Cisco Access 
Control Server （ACS） アプリ ケーショ ンが稼働する装置を使用して いる場合、 装置が ACS バー
ジョ ン 3.2.1 以上で稼働して いるこ と を確認しま す。

guest-vlan supplicant キーワードを使用して、 ス イッ チでオプショ ンの  IEEE 802.1x ゲスト  
VLAN の動作を グローバルにイネーブルにできま す。 詳細については、 dot1x guest-vlan コマン
ドを参照してく ださ い。

critical {eapol | 
recovery delay 
milliseconds}

アク セス不能な認証バイパス  パラメ ータを設定しま す。 詳細につい
ては、 dot1x critical （グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン） コマン
ドを参照してく ださ い。

guest-vlan supplicant ス イッ チでオプショ ンのゲスト  VLAN の動作を グローバルにイネー
ブルにしま す。

system-auth-control ス イッ チで IEEE 802.1x 認証を グローバルにイネーブルにしま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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例 次の例では、 ス イッ チで IEEE 802.1x 認証を グローバルにイネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# dot1x system-auth-control

次の例では、 ス イッ チでオプショ ンのゲスト  VLAN の動作を グローバルにイネーブルにする方
法を示しま す。

Switch(config)# dot1x guest-vlan supplicant

設定を確認するには、 show dot1x [interface interface-id] 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

dot1x critical （グローバル 
コ ンフィ ギュレーショ ン）

ス イッ チ上で、 アク セス不能な認証バイパス機能のパラメ ータ
を設定しま す。

dot1x guest-vlan アク ティ ブ VLAN を イネーブルにし、IEEE 802.1x ゲスト  VLAN 
と して指定しま す。

dot1x port-control ポート の認証ステート の手動制御を イネーブルにしま す。

show dot1x [interface 
interface-id]

指定さ れたポート の  IEEE 802.1x の状態を表示しま す。
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dot1x auth-fail max-attempts
ポート が制限 VLAN に移行さ れるまでに許容さ れる 大の認証試行回数を設定するには、
dot1x auth-fail max-attempts インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま
す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

dot1x auth-fail max-attempts max-attempts

no dot1x auth-fail max-attempts 

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト デフォ ルト 値は 3 回です。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン VLAN で許容さ れる 大の認証試行回数を再設定する場合、 変更内容は再認証タ イマーが期限
切れになった後で反映さ れま す。

例 次の例では、ポート  3 の制限 VLAN にポート が移行する前に許容さ れる 大の認証試行回数を  
2 に設定する方法を示しま す。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface gigabitethernet1/01/3
Switch(config-if)# dot1x auth-fail max-attempts 2
Switch(config-if)# end
Switch(config)# end
Switch#

設定を確認するには、 show dot1x [interface interface-id] 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

max-attempts ポート が制限 VLAN に移行するまでに許容さ れる 大の認証試行回数
を指定しま す。指定でき る範囲は 1 ～ 3 です。 デフォ ルト 値は 3 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)SED このコマン ドが追加さ れま した。 
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コマンド 説明

dot1x auth-fail vlan [vlan id] オプショ ンの制限 VLAN の機能を イネーブルにしま す。

dot1x max-reauth-req [count] ポート が無許可ステート に移行する前に、 ス イッ チが認証
プロセスを再起動する 大回数を設定しま す。

show dot1x [interface interface-id] 指定さ れたポート の  IEEE 802.1x の状態を表示しま す。
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dot1x auth-fail vlan
ポート で制限 VLAN を イネーブルにするには、 dot1x auth-fail vlan インターフェ イス  コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式
を使用しま す。

dot1x auth-fail vlan vlan-id

no dot1x auth-fail vlan 

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト 制限 VLAN は設定さ れて いません。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 次のよ うに設定さ れたポート で制限 VLAN を設定できま す。

• シングルホスト （デフォ ルト ） モー ド  

•  認証用 auto モード

再認証を イネーブルにする必要があり ま す。 ディ セーブルになって いると 、 制限 VLAN のポー
ト は再認証要求を受け取り ません。 再認証プロセスを開始するには、 制限 VLAN がポート から
リ ンク ダウン イベント または Extensible Authentication Protocol （EAP） ロ グオフ  イベント を受
け取る必要があり ま す。 ホスト がハブを介して接続さ れて いる場合、 ホスト が切断さ れて いる
と ポート がリ ンク ダウン イベント を受け取るこ と ができず、 次の再認証試行が行われるまで新
し いホスト が検出さ れないこ と があり ま す。

サプリ カント が認証に失敗すると 、 ポート は制限 VLAN に移行し、 EAP 認証成功 メ ッ セージ
がサプリ カント に送信さ れま す。 サプリ カント には実際の認証失敗が通知さ れないため、 こ の
制限ネッ ト ワーク  アク セスに混乱が生じ るこ と があり ま す。 EAP の成功メ ッ セージは、 次の理
由で送信さ れま す。

• EAP の成功メ ッ セージが送信さ れない場合、 サプリ カント は 60 秒ごと （デフォ ルト ） に 
EAP 開始メ ッ セージを送信して認証を行おうと しま す。

• 一部のホスト （たと えば、 Windows XP を実行中のデバイス） は、 EAP の成功メ ッ セージ
を受け取るまで DHCP を実装できません。

vlan-id VLAN を  1 ～ 4094 の範囲で指定しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)SED このコマン ドが追加さ れま した。 
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サプリ カント は、 認証から  EAP 成功メ ッ セージを受け取った後で不正なユーザ名と パス ワード
の組み合わせをキャッ シュ し、 再認証のたびにその情報を使用する可能性があり ま す。 サプリ
カント が正し いユーザ名と パス ワードの組み合わせを送信するまで、 ポート は制限 VLAN のま
まになり ま す。

レ イヤ 3 ポート に使用する内部 VLAN は、 制限 VLAN と して設定するこ と はできません。

VLAN を制限 VLAN と 音声 VLAN の両方に設定するこ と はできません。 そのよ うに設定する
と 、 syslog メ ッ セージが生成さ れま す。

制限 VLAN ポート が無許可ステート に移行すると 、 認証プロセスが再起動さ れま す。 サプリ カ
ント が再度認証プロセスに失敗すると 、 認証は保持ステート で待機しま す。 サプリ カント が正
常に再認証さ れた後、 すべての  IEEE 802.1x ポート が再初期化さ れ、通常の  IEEE 802.1x ポート
と して扱われま す。

制限 VLAN を異なる VLAN と して再設定すると 、 制限 VLAN のポート も移行し、 そのポート
は現在認証さ れたステート のままになり ま す。

制限 VLAN をシャッ ト ダウンするか  VLAN データベースから削除すると 、 制限 VLAN のポー
ト はただちに無許可ステート に移行し、 認証プロセスが再起動しま す。 制限 VLAN 設定がまだ
存在するため、 認証は保持ステート で待機しません。 制限 VLAN が非アク ティ ブである間も 、
制限 VLAN がアク ティ ブになったと き にポート がただちに制限 VLAN になるよ うに、 すべて
の認証試行がカ ウント さ れま す。

制限 VLAN は、 シングルホスト  モード （デフォ ルト のポート  モード） でだけサポート さ れま
す。 そのため、 ポート が制限 VLAN に配置さ れると 、 サプリ カント の  MAC アドレスが MAC 
アドレス  テーブルに追加さ れ、 ポート に表示さ れる他の  MAC アドレスは、 すべてセキュ リ
ティ 違反と して扱われま す。

例 次の例では、 ポート  1 で制限 VLAN を設定する方法を示しま す。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface gigabitethernet1/01/3
Switch(config-if)# dot1x auth-fail vlan 40
Switch(config-if)# end
Switch#

設定を確認するには、 show dot1x [interface interface-id] 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

dot1x auth-fail max-attempts 
[max-attempts]

サプリ カント を制限 VLAN に割り 当て る前に、 試行可
能な認証回数を設定しま す。

show dot1x [interface interface-id] 指定さ れたポート の  IEEE 802.1x の状態を表示しま す。
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dot1x control-direction
こ のコマン ドは、 現在は使用さ れて いません。

Wake-on-LAN （WoL） 機能を搭載した  IEEE 802.1x 認証を イネーブルにし、 ポート 制御を単一
方向または双方向に設定するには、 dot1x control-direction インターフェ イス  コ ンフィ ギュ
レーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使
用しま す。

dot1x control-direction {both | in}

no dot1x control-direction 

構文の説明

デフォルト ポート は双方向モードに設定さ れて いま す。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン デフォ ルト 設定の双方向モードに戻すには、 こ のコマン ドの  both キーワードまたは no 形式を
使用しま す。

WoL の詳細については、 ソ フト ウェア コ ンフィ ギュレーショ ン ガイ ドの 「Configuring 
IEEE 802.1x Port-Based Authentication」 の章の 「Using IEEE 802.1x Authentication with 
Wake-on-LAN」 の項を参照してく ださ い。

例 次の例では、 単一方向制御を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config-if)# dot1x control-direction in

次の例では、 双方向制御を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config-if)# dot1x control-direction both

設定を確認するには、 show dot1x all 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

both ポート の双方向制御を イネーブルにしま す。 ポート は、 ホス
ト にパケッ ト を送受信できません。

in ポート の単一方向制御を イネーブルにしま す。 ポート は、 ホ
スト にパケッ ト を送信できま すが、 受信はできません。

リ リース 変更内容

12.2(25)SED このコマン ドが追加さ れま した。

12.2(58)SE dot1x control-direction インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コ
マン ドは、 authentication control-direction インターフェ イス  コ ン
フィ ギュレーショ ン コマン ドに替わり ま した。
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show dot1x all 特権 EXEC コマン ド出力は、 ポート 名と ポート のステート を除き、 すべてのス
イッ チで同一です。 ホスト がポート に接続さ れて いてまだ認証さ れて いない場合、 次のよ うに
表示さ れま す。

Supplicant MAC 0002.b39a.9275
AuthSM State = CONNECTING
BendSM State = IDLE
PortStatus = UNAUTHORIZED

dot1x control-direction in インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力して単一
方向制御を イネーブルにする場合、 こ れが show dot1x all コマン ド出力で次のよ うに表示さ れ
ま す。

ControlDirection  = In

dot1x control-direction in インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力しても 、
設定の競合により ポート でこ のモードをサポート でき ない場合、 show dot1x all コマン ド出力で
次のよ うに表示さ れま す。

ControlDirection  = In (Disabled due to port settings)

関連コマンド コマンド 説明

authentication control-direction wake-on-LAN （WoL） 機能を搭載した  IEEE 802.1x 認証を イ
ネーブルにしま す。

show dot1x [all | interface 
interface-id]

指定した インターフェ イスに対する制御方向のポート 設定ス
テータスを表示しま す。
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dot1x credentials （グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン）
dot1x credentials グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 サプリ カント  ス
イッ チでプロフ ァイ ルを設定しま す。

 dot1x credentials profile

no dot1x credentials profile

構文の説明

デフォルト ス イッ チにプロフ ァイ ルは設定さ れません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のス イッ チをサプリ カント にするには、 オーセンティ ケータと して別のス イッ チをセッ ト
アッ プして ある必要があり ま す。

例 次の例では、 ス イッ チをサプリ カント と して設定する方法を示しま す。

Switch(config)# dot1x credentials profile

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

profile サプリ カント  ス イッ チのプロフ ァイ ルを指定しま す。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

cisp enable Client Information Signalling Protocol （CISP） を イネーブルにしま す。

show cisp 指定さ れた インターフェ イスの  CISP 情報を表示しま す。
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dot1x critical （グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン）
dot1x critical グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 アク セス不能な認証バ
イパス機能のパラメ ータ （ク リ ティ カ ル認証または認証、 許可、 アカ ウンティ ング （AAA） 失
敗ポリ シーと も いう） を設定しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を
使用しま す。

dot1x critical {eapol | recovery delay milliseconds} 

no dot1x critical {eapol | recovery delay}

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト ク リ ティ カ ルなポート を  critical-authentication ステート に置く こ と によってそのク リ ティ カ ル
なポート の認証に成功した場合に、 ス イッ チは EAPOL-Success メ ッ セージをホスト に送信しま
せん。

リ カバリ 遅延期間は、 1000 ミ リ 秒 （1 秒） です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ク リ ティ カ ルなポート が critical-authentication ステート に置かれた場合、 ス イッ チが 
EAPOL-Success メ ッ セージを送信するよ う指定するには、 eapol キーワードを使用しま す。

使用不能な RADIUS サーバが使用可能になった場合にス イッ チがク リ ティ カ ルなポート を再初
期化するために待機するリ カバリ 遅延期間を設定するには、 recovery delay milliseconds キー
ワードを使用しま す。 デフォ ルト のリ カバリ 遅延期間は 1000 ミ リ 秒です。 ポート は、 秒単位
で再初期化できま す。

アク セス不能な認証バイパスをポート 上でイネーブルにするには、 dot1x critical インターフェ
イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 ス イッ チがク リ ティ カ ルなポート に割
り 当て るアク セス  VLAN を設定するには、 dot1x critical vlan vlan-id インターフェ イス  コ ン
フィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。

eapol ス イッ チにより ク リ ティ カ ルなポート が critical-authentication 
ステート に置かれた場合、 EAPOL-Success メ ッ セージを送信
するよ うス イッ チを指定しま す。

recovery delay milliseconds リ カバリ 遅延期間 （ミ リ 秒） を設定しま す。 指定でき る範囲
は 1 ～ 10000 ミ リ 秒です。

リ リース 変更内容

12.2(25)SEE このコマン ドが追加さ れま した。 
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dot1x critical（ グローバル コンフィ ギュレーショ ン）
例 次の例では、 リ カバリ 遅延期間と して  200 をス イッ チに設定する方法を示しま す。

Switch# dot1x critical recovery delay 200

設定を確認するには、 show dot1x 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

dot1x critical （インターフェ イス  コ
ンフィ ギュレーショ ン）

アク セス不能な認証バイパス機能を イネーブルにし、
この機能にアク セス  VLAN を設定しま す。

show dot1x 指定さ れたポート の  IEEE 802.1x の状態を表示しま す。
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dot1x critical （インターフェ イス コ ンフィ ギュレーショ ン）
dot1x critical （インターフェ イス コンフィ ギュレーショ ン）
dot1x critical インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 アク セス不能な
認証バイパス機能 （ク リ ティ カ ル認証または認証、 許可、 アカ ウンティ ング （AAA） 失敗ポリ
シーと も いう） を イネーブルにしま す。 ポート が critical-authentication ステート に置かれた場
合にス イッ チがク リ ティ カ ルなポート に割り 当て るアク セス  VLAN を設定するこ と も できま
す。 こ の機能をディ セーブルにするか、 またはデフォ ルト に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形
式を使用しま す。

dot1x critical [recovery action reinitialize | vlan vlan-id] 

no dot1x critical [recovery | vlan]

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト アク セス不能認証バイパス機能はディ セーブルです。

リ カバリ  アクショ ンは設定さ れて いません。

アク セス  VLAN は設定さ れて いません。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ポート が critical-authentication ステート に置かれた場合にス イッ チがク リ ティ カ ルなポート に
割り 当て るアク セス  VLAN を指定するには、 vlan vlan-id キーワードを使用しま す。 指定さ れ
た  VLAN タ イプは、 次のよ うにポート  タ イプに適合して いる必要があり ま す。

• ク リ ティ カ ルなポート がアク セス  ポート の場合、 VLAN はアク セス  VLAN でなければなり
ません。

• ク リ ティ カ ルなポート がプラ イベート  VLAN のホスト  ポート である場合、 VLAN はセカン
ダリ  プラ イベート  VLAN でなければなり ません。

• ク リ ティ カ ルなポート がルーテッ ド  ポート の場合、 VLAN を指定できま す （指定は任意）。

recovery action reinitialize アク セス不能な認証バイパスのリ カバリ 機能を イネーブルに
し、 認証サーバが使用可能になった場合にリ カバリ  アクショ
ンにより ポート を認証するよ う指定しま す。

vlan vlan-id ス イッ チがク リ ティ カ ルなポート に割り 当て るこ と のでき る
アク セス  VLAN を指定しま す。 有効な範囲は 1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)SEE このコマン ドが追加さ れま した。 
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dot1x critical（ インターフェ イス  コンフィ ギュレーショ ン）
ク ラ イアント で Windows XP を稼働し、 ク ラ イアント が接続さ れて いるク リ ティ カ ル ポート が 
critical-authentication ステート である場合、 Windows XP はインターフェ イスが認証さ れて いな
いこ と を報告しま す。

Windows XP ク ラ イアント で DHCP が設定さ れ、 DHCP サーバからの IP アドレスがある場合、
ク リ ティ カ ル ポート で EAP 認証成功メ ッ セージを受信しても  DHCP 設定プロセスを再初期化
しません。

アク セス不能認証バイパス機能および制限 VLAN を  IEEE802.1x ポート 上に設定できま す。 ス
イッ チが制限 VLAN でク リ ティ カ ル ポート の再認証を試行し、 RADIUS サーバがすべて使用
でき ない場合、 ポート の状態はク リ ティ カ ル認証ステート に移行し、 ポート は制限 VLAN のま
まと なり ま す。

アク セス不能認証バイパス機能と ポート  セキュ リ ティ は、 同じス イッ チ ポート に設定できま す。

例 次の例では、 アク セス不能認証バイパス機能をポート 上でイネーブルにする方法を示しま す。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/3
Switch(config-if)# dot1x critical
Switch(config-if)# end
Switch(config)# end
Switch#

設定を確認するには、 show dot1x [interface interface-id] 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

dot1x critical （グローバル コ ンフィ
ギュレーショ ン）

ス イッ チ上で、 アク セス不能な認証バイパス機能のパ
ラメ ータを設定しま す。

show dot1x [interface interface-id] 指定さ れたポート の  IEEE 802.1x の状態を表示しま す。
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dot1x default
dot1x default
IEEE 802.1x パラメ ータをデフォ ルト 値にリ セッ ト するには、 dot1x default インターフェ イス  
コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。

dot1x default

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト デフォ ルト 値は次のと おり です。

• ポート 単位の IEEE 802.1x プロト コ ルのイネーブル ステート はディ セーブルです
（force-authorized）。

• 再認証の試行間隔の秒数は 3600 秒です。

• 定期的な再認証はディ セーブルです。

• 待機時間は 60 秒です。

• 再伝送時間は 30 秒です。

• 高再伝送回数は 2 回です。

• ホスト  モードはシングル ホスト です。

• ク ラ イアント のタ イ ムアウト 時間は 30 秒です。

• 認証サーバのタ イ ムアウト 時間は 30 秒です。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

例 次の例では、 ポート 上の  IEEE 802.1x パラメ ータを リ セッ ト する方法を示しま す。

Switch(config-if)# dot1x default

設定を確認するには、 show dot1x [interface interface-id] 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show dot1x [interface interface-id] 指定さ れたポート の  IEEE 802.1x の状態を表示しま す。
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dot1x fallback
dot1x fallback
IEEE 802.1x 認証をサポート し ないク ラ イアント に対し、 Web 認証をフォールバッ ク方式と し
て使用するよ うにポート を設定するには、 dot1xfallback インターフェ イス  コ ンフィ ギュレー
ショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用し
ま す。

dot1x fallback profile

no dot1x fallback

構文の説明

デフォルト フォールバッ ク はイネーブルではあり ません。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドを入力する前に、 ス イッ チ ポート で dot1x port-control auto インターフェ イス  コ
ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力する必要があり ま す。

例 次の例では、 IEEE 802.1x 認証用に設定さ れて いるス イッ チ ポート にフォールバッ ク  プロフ ァ
イ ルを指定する方法を示しま す。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/3
Switch(config-if)# dot1x fallback profile1
Switch(config-fallback-profile)# exit
Switch(config)# end

設定を確認するには、 show dot1x [interface interface-id] 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

profile IEEE 802.1x 認証をサポート して いないク ラ イアント のフォールバッ
ク  プロフ ァイ ルを指定しま す。

リ リース 変更内容

12.2(35)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show dot1x [interface interface-id] 指定さ れたポート の  IEEE 802.1x の状態を表示しま す。

fallback profile Web 認証のフォールバッ ク  プロフ ァイ ルを作成しま す。

ip admission ポート で Web 認証を イネーブルにしま す。

ip admission name proxy http ス イッ チで Web 認証を グローバルにイネーブルにしま す。
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dot1x guest-vlan
dot1x guest-vlan
アク ティ ブな VLAN を  IEEE 802.1x のゲスト  VLAN と して指定するには、 dot1x guest-vlan イ
ンターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、
こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

dot1x guest-vlan vlan-id

no dot1x guest-vlan

構文の説明

デフォルト ゲスト  VLAN は設定さ れません。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 次のいずれかのス イッ チ ポート にゲスト  VLAN を設定できま す。

• 非プラ イベート  VLAN に属するスタティ ッ ク アク セス  ポート

• セカンダリ  プラ イベート  VLAN に属するプラ イベート  VLAN ポート 。 ス イッ チ ポート に
接続さ れるすべてのホスト は、 端末状態の妥当性の評価に成功したかど うかにかかわらず、
プラ イベート  VLAN に割り 当てら れま す。 ス イッ チが、 ス イッ チのプラ イマリ およびセカ
ンダリ  プラ イベート  VLAN の対応付けを使用してプラ イマリ  プラ イベート  VLAN を判別
しま す。

ス イッ チの  IEEE 802.1x ポート ごと にゲスト  VLAN を設定して、 現在 IEEE 802.1x 認証を実行
して いないク ラ イアント （ス イッ チに接続さ れて いるデバイスまたはワーク ステーショ ン） へ
のサービスを制限できま す。 こ うしたユーザは IEEE 802.1x 認証のためにシステ ムを アッ プグ
レードできま すが、 Windows 98 システ ムなどのホスト では IEEE 802.1x に対応できません。

IEEE 802.1x ポート でゲスト  VLAN を イネーブルにした場合、 認証サーバが Extensible 
Authentication Protocol over LAN （EAPOL） Request/Identity フレー ムに対する応答を受信し な
い、 あるいは EAPOL パケッ ト がク ラ イアント から送信さ れないと 、 ス イッ チではク ラ イアン
ト をゲスト  VLAN に割り 当てま す。

ス イッ チは EAPOL パケッ ト 履歴を保持しま す。 リ ンクの存続時間内に別の  EAPOL パケッ ト が
インターフェ イス上で検出さ れた場合、 ゲスト  VLAN 機能はディ セーブルになり ま す。 ポート
がすでにゲスト  VLAN ステート にある場合、 ポート は無許可ステート に戻り 、 認証が再開さ れ
ま す。   EAPOL 履歴はリ ンクの損失でリ セッ ト さ れま す。

 vlan-id アク ティ ブ VLAN を  IEEE 802.1x ゲスト  VLAN と して指定しま す。指定
でき る範囲は 1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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dot1x guest-vlan
ス イッ チ ポート がゲスト  VLAN に移行すると 、 IEEE 802.1x 非対応ク ラ イアント はいく つでも
アク セスが許可さ れま す。 IEEE 802.1x 対応ク ラ イアント が、 ゲスト  VLAN を設定して いる
ポート と 同じポート に加入すると 、 ポート は RADIUS 設定 VLAN またはユーザ設定アク セス  
VLAN では無許可ステート に移行し、 認証が再開さ れま す。

ゲスト  VLAN は、シングルホスト  モードおよびマ ルチホスト  モードの  IEEE 802.1x ポート 上で
サポート さ れま す。

リ モート  ス イッ チド  ポート  アナラ イザ （RSPAN） VLAN、 音声 VLAN 以外のアク ティ ブなす
べての  VLAN は、 IEEE 802.1x のゲスト  VLAN と して設定できま す。 ゲスト  VLAN 機能は、 ト
ランク  ポート ではサポート さ れて いません。 アク セス  ポート 上でのみサポート さ れま す。

DHCP ク ラ イアント が接続さ れて いる IEEE 802.1x ポート のゲスト  VLAN を設定した後、
DHCP サーバからホスト  IP アドレスを取得する必要があり ま す。ク ラ イアント 上の  DHCP プロ
セスが時間切れと なり 、 DHCP サーバからホスト  IP アドレスを取得し よ うと する前に、 ス イッ
チ上の  IEEE 802.1x 認証プロセスを再起動する設定を変更できま す。 IEEE 802.1x 認証プロセス
の設定を減らしま す （dot1x timeout quiet-period および dot1x timeout tx-period インターフェ
イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ド）。 設定の減少量は、 接続さ れた  IEEE 802.1x ク ラ イア
ント のタ イプによって異なり ま す。

ス イッ チは MAC 認証バイパスをサポート しま す。 MAC 認証バイパスは IEEE 802.1x ポート で
イネーブルの場合、 ス イッ チは、 EAPOL メ ッ セージ交換を待機して いる間に IEEE802.1x 認証
が期限切れになると 、 ク ラ イアント の  MAC アドレスに基づいてク ラ イアント を許可できま す。
ス イッ チは、 IEEE 802.1x ポート 上のク ラ イアント を検出した後で、 ク ラ イアント からの イー
サネッ ト  パケッ ト を待機しま す。 ス イッ チは、 MAC アドレスに基づいたユーザ名およびパス
ワードを持つ RADIUS-access/request フレー ムを認証サーバに送信しま す。 認証に成功すると 、
ス イッ チはク ラ イアント にネッ ト ワークへのアク セスを許可しま す。 認証に失敗すると 、 ス
イッ チはポート にゲスト  VLAN を割り 当てま す （指定さ れて いない場合）。 詳細については、
ソ フト ウェア コ ンフィ ギュレーショ ン ガイ ドの 「Configuring IEEE 802.1x Port-Based 
Authentication」 の章の 「Using IEEE 802.1x Authentication with MAC Authentication Bypass」 の項
を参照してく ださ い。

例 次の例では、 VLAN 5 を  IEEE 802.1x ゲスト  VLAN と して指定する方法を示しま す。

Switch(config-if)# dot1x guest-vlan 5

次の例では、 ス イッ チの待機時間を  3 秒に設定し、 ス イッ チが EAP-Request/Identity フレー ムに
対するク ラ イアント からの応答を待ち、 要求を再送信するまでの秒数を  15 に設定する方法、
および IEEE 802.1x ポート が DHCP ク ラ イアント に接続さ れて いると き に VLAN 2 を  IEEE 
802.1x ゲスト  VLAN と して イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config-if)# dot1x timeout quiet-period 3
Switch(config-if)# dot1x timeout tx-period 15
Switch(config-if)# dot1x guest-vlan 2

次の例では、 オプショ ンのゲスト  VLAN の動作を イネーブルにし、 VLAN 5 を  IEEE 802.1x ゲ
スト  VLAN と して指定する方法を示しま す。

Switch(config)# dot1x guest-vlan supplicant
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/3
Switch(config-if)# dot1x guest-vlan 5

設定を確認するには、 show dot1x [interface interface-id] 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。
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dot1x guest-vlan
関連コマンド コマンド 説明

dot1x オプショ ンのゲスト  VLAN のサプリ カント 機能を イ
ネーブルにしま す。

show dot1x [interface interface-id] 指定さ れたポート の  IEEE 802.1x の状態を表示しま す。
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dot1x host-mode
dot1x host-mode
IEEE802.1x 許可ポート 上で、 シングルホスト （ク ラ イアント ） または複数のホスト を許可する
には、 dot1x host-mode インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。
IEEE802.1x 許可ポート 上で、 マ ルチドメ イン認証 （MDA） を イネーブルにするには、
multi-domain キーワードを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式
を使用しま す。

dot1x host-mode {multi-host | single-host | multi-domain}

no dot1x host-mode [multi-host | single-host | multi-domain}

構文の説明

デフォルト デフォ ルト 設定は、 シングルホスト  モードです。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドを使用すると 、 IEEE 802.1x 対応ポート を単一のク ラ イアント に限定したり 、 複
数のク ラ イアント を  IEEE 802.1x 対応ポート に接続したり するこ と ができま す。 マ ルチホスト  
モードでは、 接続さ れたホスト の うち  1 つだけが許可さ れれば、 すべてのホスト のネッ ト ワー
ク  アク セスが許可さ れま す。 ポート が無許可ステート になった場合 （再認証が失敗した場合、
または Extensible Authentication Protocol over LAN （EAPOL） -Logoff メ ッ セージを受信した場
合） には、 接続さ れたすべてのク ラ イアント がネッ ト ワーク  アク セスを拒否さ れま す。

ポート で MDA を イネーブルにするには、 multi-domain キーワードを使用しま す。 MDA は
ポート をデータ  ドメ インと 音声ドメ インの両方に分割しま す。 MDA により 、 データ装置と  IP 
Phone などの音声装置 （シスコ製品またはシスコ以外の製品） の両方が同じ  IEEE 802.1x 対応
ポート 上で許可さ れま す。

こ のコマン ドを入力する前に、 指定のポート で dot1x port-control インターフェ イス  コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドが auto に設定さ れて いるこ と を確認しま す。

multi-host ス イッ チでマ ルチホスト  モードを イネーブルにしま す。

single-host ス イッ チでシングルホスト  モードを イネーブルにしま す。

multi-domain ス イッ チ ポート で MDA を イネーブルにしま す。 こ のキーワードを使用
でき るのは、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる場合だけで
す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(46)SE1 multi-domain キーワードが追加さ れま した。
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dot1x host-mode
例 次の例では、 IEEE 802.1x 認証を グローバルにイネーブルにして、 ポート の  IEEE 802.1x 認証を
イネーブルにし、 マ ルチホスト  モードを イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# dot1x system-auth-control
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/3
Switch(config-if)# dot1x port-control auto
Switch(config-if)# dot1x host-mode multi-host

次の例では、 IEEE 802.1x 認証を グローバルにイネーブルにし、 IEEE 802.1x 認証を イネーブル
にし、 指定さ れたポート で MDA を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# dot1x system-auth-control
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/3
Switch(config-if)# dot1x port-control auto
Switch(config-if)# dot1x host-mode multi-domain

設定を確認するには、 show dot1x [interface interface-id] 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show dot1x [interface interface-id] 指定さ れたポート の  IEEE 802.1x の状態を表示しま す。
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dot1x initialize
ポート 上で新し く 認証セッ ショ ンを初期化する前に、 指定の  IEEE 802.1x 対応ポート を、 手動
で無許可ステート に戻すには、 dot1x initialize 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

dot1x initialize [interface interface-id]

構文の説明

デフォルト デフォ ルト 設定はあり ません。

コマンド  モード 特権 EXEC 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 IEEE 802.1x ステート  マシンを初期化し、 新たな認証環境を設定しま す。 こ
のコマン ドを入力した後、 ポート の状態は無許可になり ま す。

こ のコマン ドには、 no 形式はあり ません。

例 次の例では、 ポート を手動で初期化する方法を示しま す。

Switch# dot1x initialize interface gigabitethernet2/0/2

show dot1x [interface interface-id] 特権 EXEC コマン ドを入力するこ と により 、 ポート  ステータ
スが無許可になって いるこ と を確認できま す。

関連コマンド

interface interface-id （任意） ポート を初期化しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show dot1x [interface interface-id] 指定さ れたポート の  IEEE 802.1x の状態を表示しま す。
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dot1x mac-auth-bypass
MAC 認証バイパス機能を イネーブルにするには、 dot1x mac-auth-bypass インターフェ イス  コ
ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 MAC 認証バイパス機能をディ セーブルにする
には、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

dot1x mac-auth-bypass [eap | timeout inactivity value] 

no dot1x mac-auth-bypass

構文の説明

デフォルト MAC 認証バイパスはディ セーブルです。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 特に言及さ れない限り 、 MAC 認証バイパス機能の使用上のガイ ド ラ インは IEEE802.1x 認証の
使用上のガイ ド ラ インと 同じです。

ポート が MAC アドレスで認証さ れた後で、 ポート から  MAC 認証バイパス機能をディ セーブ
ルにした場合、 ポート  ステート には影響あり ません。

ポート が未許可ステート であり 、 ク ラ イアント  MAC アドレスが認証サーバ データベースに
ない場合、 ポート は未許可ステート のままです。 ただし、 ク ラ イアント  MAC アドレスがデー
タベースに追加さ れると 、 ス イッ チは MAC 認証バイパス機能を使用してポート を再認証でき
ま す。

ポート が認証ステート にない場合、 再認証が行われるまでポート はこのステート を維持しま す。

リ ンクのラ イフタ イ ム中に EAPOL パケッ ト がインターフェ イス上で検出さ れた場合、 ス イッ
チは、 そのインターフェ イスに接続さ れて いるデバイスが IEEE 802.1x 対応サプリ カント であ
るこ と を確認し、 （MAC 認証バイパス機能ではなく ） IEEE 802.1x 認証を使用して インター
フェ イスを認証しま す。

MAC 認証バイパスで認証さ れたク ラ イアント は再認証できま す。

MAC 認証バイパス および IEEE 802.lx 認証の相互作用の詳細については、 ソ フト ウェア コ ン
フィ ギュレーショ ン ガイ ドの 「Configuring IEEE 802.1x Port-Based Authentication」 の章の
「Understanding IEEE 802.1x Authentication with MAC Authentication Bypass」 の項および 「IEEE 
802.1x Authentication Configuration Guidelines」 の項を参照してく ださ い。

eap （任意） 認証に Extensible Authentication Protocol （EAP） を使用するよ う
ス イッ チを設定しま す。

timeout inactivity 
value

（任意） 接続さ れたホスト が無許可ステート になる前に非アク ティ ブで
ある秒数を設定しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 65535 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)SEE このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(35)SE timeout inactivity value キーワードが追加さ れま した。
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例 次の例では、 MAC 認証バイパスを イネーブルにし、 認証に EAP を使用するよ うス イッ チを設
定する方法を示しま す。

Switch(config-if)# dot1x mac-auth-bypass eap

次の例では、 MAC 認証バイパスを イネーブルにし、 接続さ れたホスト が 30 秒間非アク ティ ブ
である場合にタ イ ムアウト を設定する方法を示しま す。

Switch(config-if)# dot1x mac-auth-bypass timeout inactivity 30

設定を確認するには、 show dot1x [interface interface-id] 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show dot1x [interface 
interface-id]

指定さ れたポート の  IEEE 802.1x の状態を表示しま す。
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dot1x max-reauth-req
ポート が無許可ステート に変わるまでに、 ス イッ チが認証プロセスを再始動する上限回数を設
定するには、 dot1x max-reauth-req インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用
しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

dot1x max-reauth-req count

no dot1x max-reauth-req

構文の説明

デフォルト デフォ ルト は 2 回です。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドのデフォ ルト 値は、 リ ンクの信頼性が低下した場合や、 特定のク ラ イアント およ
び認証サーバの動作に問題がある場合など、 異常な状況に対する調整を行 う必要があると き に
限って変更してく ださ い。

例 次の例では、 ポート が無許可ステート に移行する前に、 ス イッ チが認証プロセスを再起動する
回数を  4 に設定する方法を示しま す。

Switch(config-if)# dot1x max-reauth-req 4

設定を確認するには、 show dot1x [interface interface-id] 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

count ポート が無許可ステート に移行する前に、 ス イッ チが 
EAPOL-Identity-Request フレー ムを再送信して認証プロセスを開始する
回数を設定しま す。 ポート に 802.1x 非対応のデバイスが接続さ れて いる
場合、 ス イッ チは、 デフォ ルト では 2 回の認証試行を行いま す。 ポート
にゲスト  VLAN が設定さ れて いる場合、 2 回の再認証試行後、 ポート
は、 デフォ ルト ではゲスト  VLAN 上で許可さ れま す。 範囲は 1 ～ 10 で
す。 デフォ ルト は 2 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(25)SED count 範囲が変更さ れま した。
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コマンド 説明

dot1x max-req ス イッ チが認証プロセスを再起動する前に、 EAP フレー ムを認証
サーバに送信する 高回数を設定しま す （応答を受信しないと 仮
定）。

dot1x timeout tx-period ス イッ チが EAP-Request/Identity フレー ムに対するク ラ イアント から
の応答を待ち、 要求を再送信するまでの秒数を設定しま す。

show dot1x [interface 
interface-id]

指定さ れたポート の  IEEE 802.1x の状態を表示しま す。
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dot1x max-req
ス イッ チが認証プロセスを再始動する前に、 Extensible Authentication Protocol （EAP） フレー ム
を認証サーバからク ラ イアント に送信する 大回数を設定するには （応答を受信し ないこ と が
前提）、 dot1x max-req インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デ
フォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

dot1x max-req count

no dot1x max-req

構文の説明

デフォルト デフォ ルト は 2 回です。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドのデフォ ルト 値は、 リ ンクの信頼性が低下した場合や、 特定のク ラ イアント およ
び認証サーバの動作に問題がある場合など、 異常な状況に対する調整を行 う必要があると き に
限って変更してく ださ い。

例 次の例では、 認証プロセスを再起動する前に、 ス イッ チが EAP フレー ムを認証サーバからク ラ
イアント に送信する回数を  5 回に設定する方法を示しま す。

Switch(config-if)# dot1x max-req 5

設定を確認するには、 show dot1x [interface interface-id] 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

count ス イッ チが、 認証プロセスを再起動する前に、 EAPOL DATA パケッ ト
の再送信を試行する回数です。 たと えば、 認証プロセスの中間にサプリ
カント があり 、 問題が発生した場合、 オーセンティ ケータは、 プロセス
を中止する前にデータ要求を  2 回再送信しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 
10 です。 デフォ ルト 値は 2 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

dot1x timeout tx-period ス イッ チが EAP-Request/Identity フレー ムに対するク ラ イアント か
らの応答を待ち、 要求を再送信するまでの秒数を設定しま す。

show dot1x [interface 
interface-id]

指定さ れたポート の  IEEE 802.1x の状態を表示しま す。
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dot1x pae
IEEE 802.1x Port Access Entity （PAE） オーセンティ ケータと してポート を設定するには、 dot1x 
pae インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 IEEE 802.1x 認証を
ポート 上でディ セーブルにするには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

dot1x pae authenticator

no dot1x pae

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト ポート は IEEE 802.1x PAE オーセンティ ケータではあり ません。 IEEE 802.1x 認証はポート 上で
ディ セーブルです。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン IEEE 802.1x 認証をポート 上でディ セーブルにする場合は、no dot1x pae インターフェ イス  コ ン
フィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。

dot1x port-control インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力するなどして
ポート 上で IEEE 802.1x 認証を設定した場合、ス イッ チは自動的にポート を  IEEE 802.1x オーセ
ンティ ケータと して設定しま す。 オーセンティ ケータの  PAE 動作は、 no dot1x pae インター
フェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力した後でディ セーブルになり ま す。

例 次の例では、 ポート の  IEEE 802.1x 認証をディ セーブルにする方法を示しま す。

Switch(config-if)# no dot1x pae

設定を確認するには、 show dot1x または show eap 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)SEE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show dot1x ス イッ チまたは指定さ れたポート の  IEEE 802.1x 統計
情報、 管理ステータス、 および動作ステータスを表示
しま す。

show eap ス イッ チまたは指定さ れたポート の  EAP のレジスト
レーショ ン情報およびセッ ショ ン情報を表示しま す。
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dot1x port-control
ポート の許可ステート を手動で制御でき るよ うにするには、 dot1x port-control インターフェ イ
ス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン
ドの  no 形式を使用しま す。

dot1x port-control {auto | force-authorized | force-unauthorized}

no dot1x port-control

構文の説明

デフォルト デフォ ルト の設定は force-authorized です。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 特定のポート の IEEE 802.1x 認証を イネーブルにする前に、 dot1x system-auth-control グローバ
ル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 ス イッ チの  IEEE 802.1x 認証を グローバルに
イネーブルにする必要があり ま す。

IEEE 802.1x 標準は、 レ イヤ 2 スタティ ッ ク  アク セス  ポート と 音声 VLAN ポート でサポート さ
れま す。

auto ポート で IEEE 802.1x 認証を イネーブルにし、 ス イッ チおよびク ラ イア
ント 間の  IEEE 802.1x 認証交換に基づきポート を許可または無許可ス
テート に変更しま す。

force-authorized ポート で IEEE 802.1x 認証をディ セーブルにすれば、 認証情報の交換を
せずに、 ポート を許可ステート に移行しま す。 ポート はク ラ イアント と
の  IEEE 802.1x ベース認証を行わずに、 通常のト ラフィ ッ ク を送受信し
ま す。

force-unauthorized ク ラ イアント からの認証の試みを すべて無視し、 ポート を強制的に無許
可ステート に変更するこ と により 、 このポート 経由のすべてのアク セス
を拒否しま す。 ス イッ チはポート を介してク ラ イアント に認証サービス
を提供できません。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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ポート が、 次の項目の  1 つと して設定さ れて いない場合に限り  auto キーワードを使用できま
す。

• ト ランク  ポート ： ト ランク  ポート で IEEE 802.1x 認証を イネーブルにし よ うと すると 、 エ
ラー メ ッ セージが表示さ れ、 IEEE 802.1x はイネーブルになり ません。 IEEE 802.1x 対応
ポート のモードをト ランク に変更し よ うと しても 、 エラー メ ッ セージが表示さ れ、 ポート  
モードは変更さ れません。

• ダイナミ ッ ク  ポート ： ダイナミ ッ ク  モードのポート は、 ネイバーと ト ランク  ポート への
変更を ネゴシエート する場合があり ま す。 ダイナミ ッ ク  ポート で IEEE 802.1x 認証を イ
ネーブルにし よ うと すると 、 エラー メ ッ セージが表示さ れ、 IEEE 802.1x 認証はイネーブ
ルになり ません。 IEEE 802.1x 対応ポート のモードを ダイナミ ッ ク に変更し よ うと しても 、
エラー メ ッ セージが表示さ れ、 ポート  モードは変更さ れません。

• ダイナミ ッ ク  アク セス  ポート ： ダイナミ ッ ク  アク セス （VLAN Query Protocol （VQP））
ポート で IEEE 802.1x 認証を イネーブルにし よ うと すると 、 エラー メ ッ セージが表示さ れ、
IEEE 802.1x 認証はイネーブルになり ません。 IEEE 802.1x 対応ポート を変更してダイナ
ミ ッ ク  VLAN を割り 当て よ うと しても 、 エラー メ ッ セージが表示さ れ、 VLAN 設定は変更
さ れません。

• EtherChannel ポート ： アク ティ ブまたはアク ティ ブでない EtherChannel メ ンバであるポー
ト を  IEEE 802.1x ポート と して設定し ないでく ださ い。 EtherChannel ポート で IEEE 802.1x 
認証を イネーブルにし よ うと すると 、 エラー メ ッ セージが表示さ れ、 IEEE 802.1x 認証は
イネーブルになり ません。

• ス イッ チド  ポート  アナラ イザ （SPAN） およびリ モート  SPAN （RSPAN） 宛先ポート ：
SPAN または RSPAN 宛先ポート であるポート の IEEE 802.1x 認証を イネーブルにするこ と
ができま す。 ただし、 そのポート が SPAN または RSPAN 宛先と して削除さ れるまで、
IEEE 802.1x 認証はディ セーブルのままです。SPAN または RSPAN 送信元ポート では IEEE 
802.1x 認証を イネーブルにするこ と ができま す。

ス イッ チで IEEE 802.1x 認証を グローバルにディ セーブルにするには、 no dot1x 
system-auth-control グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。特定のポート
の  IEEE 802.1x 認証をディ セーブルにするか、 デフォ ルト の設定に戻すには、 no dot1x 
port-control インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。

例 次の例では、 ポート の  IEEE 802.1x 認証を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/2 
Switch(config-if)# dot1x port-control auto

設定を確認するには、 show dot1x [interface interface-id] 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show dot1x [interface interface-id] 指定さ れたポート の  IEEE 802.1x の状態を表示しま す。
2-168
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リ フ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
dot1x re-authenticate
dot1x re-authenticate 
指定の  IEEE 802.1x 対応ポート の再認証を手動で開始するには、 dot1x re-authenticate 特権 
EXEC コマン ドを使用しま す。

dot1x re-authenticate [interface interface-id]

（注） スタッ ク構成をサポート して いるのは、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス
イッ チだけです。

構文の説明

デフォルト デフォ ルト 設定はあり ません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドを使用すると 、 再認証試行間隔 （re-authperiod） および自動再認証の設定秒数を
待たずにク ラ イアント を再認証できま す。

例 次の例では、 ポート に接続さ れたデバイスを手動で再認証する方法を示しま す。

Switch# dot1x re-authenticate interface gigabitethernet2/0/2

関連コマンド

interface interface-id （任意） 再認証するスタッ クのス イッ チ番号、 モジュール、 インター
フェ イスのポート 番号。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

dot1x reauthentication ク ラ イアント の定期的再認証を イネーブルにしま す。

dot1x timeout reauth-period 再認証の試行の間隔 （秒） を設定しま す。
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dot1x reauthentication
dot1x reauthentication 
定期的なク ラ イアント の再認証を イネーブルにするには、 dot1x reauthentication インターフェ
イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマ
ン ドの  no 形式を使用しま す。

dot1x reauthentication

no dot1x reauthentication

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト 定期的な再認証はディ セーブルです。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン dot1x timeout reauth-period インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、
定期的に再認証を行 う間隔の時間量を設定しま す。

例 次の例では、 ク ラ イアント の定期的な再認証をディ セーブルにする方法を示しま す。

Switch(config-if)# no dot1x reauthentication

次の例では、 定期的な再認証を イネーブルにし、 再認証の間隔を  4000 秒に設定する方法を示
しま す。

Switch(config-if)# dot1x reauthentication
Switch(config-if)# dot1x timeout reauth-period 4000

設定を確認するには、 show dot1x [interface interface-id] 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

dot1x re-authenticate すべての  IEEE 802.1x 対応ポート の再認証を手動で初期化し
ま す。

dot1x timeout reauth-period 再認証の試行の間隔 （秒） を設定しま す。

show dot1x [interface 
interface-id]

指定さ れたポート の  IEEE 802.1x の状態を表示しま す。
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dot1x supplicant controlled transient
dot1x supplicant controlled transient
認証中に 802.1x サプリ カント  ポート へのアク セスを制御するには、 グローバル コ ンフィ ギュ
レーショ ン モードで dot1x supplicant controlled transient コマン ドを使用しま す。 認証中にサ
プリ カント のポート を開く には、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

dot1x supplicant controlled transient

no dot1x supplicant controlled transient

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト 認証中に 802.1x サプリ カント のポート へのアク セスが許可さ れま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン デフォ ルト では、 BPCU ガードがイネーブルにさ れたオーセンティ ケータ  ス イッ チにサプリ カ
ント のス イッ チを接続する場合、 オーセンティ ケータのポート はサプリ カント  ス イッ チが認証
する前にスパニングツリ ー プロト コ ル （STP） のブリ ッ ジ プロト コ ル データ  ユニッ ト
（BPDU） を受信した場合、 errdisable 状態になる可能性があり ま す。 Cisco IOS Release 15.0(1) 
SE 以降では、 認証中にサプリ カント のポート から送信さ れるト ラフィ ッ クを制御できま す。
dot1x supplicant controlled transient グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力する
と 、 認証が完了する前にオーセンティ ケータ  ポート がシャッ ト ダウンするこ と がないよ うに、
認証中に一時的にサプリ カント のポート をブロッ ク しま す。 認証に失敗すると 、 サプリ カント
のポート が開きま す。 no dot1x supplicant controlled transient グローバル コ ンフィ ギュレー
ショ ン コマン ドを入力すると 、 認証期間中にサプリ カント  ポート が開きま す。 こ れはデフォ
ルト の動作です。

オーセンティ ケータ  ス イッ チ ポート 上で、 BPDU ガードが spanning-tree bpduguard enable イ
ンターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドでイネーブルになって いる場合は、 サプリ
カント  ス イッ チで dot1x supplicant controlled transient コマン ドを使用するこ と を強く 推奨し
ま す。

spanning-tree portfast bpduguard default グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用
して、 グローバルにオーセンティ ケータ  ス イッ チで BPDU ガードを イネーブルにした場合、
dot1x supplicant controlled transient コマン ドを入力すると 、 BPDU の違反が避けら れなく なり
ま す。

例 次に、 認証の間にス イッ チの  802.1x サプリ カント のポート へのアク セスを制御する例を示し
ま す。

Switch(config)# dot1x supplicant controlled transient

リ リース 変更内容

15.0(1)SE このコマン ドが追加さ れま した。
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dot1x supplicant controlled transient
関連コマンド コマンド 説明

cisp enable ス イッ チの  Client Information Signalling Protocol （CISP） を イネーブ
ルにするこ と で、 ス イッ チがサプリ カント  ス イッ チに対するオーセ
ンティ ケータと して動作するよ うにしま す。

dot1x credentials ポート に 802.1x サプリ カント のクレデンシャ ルを設定しま す。

dot1x pae supplicant インターフェ イスがサプリ カント と してだけ機能するよ うに設定し
ま す。
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dot1x supplicant force-multicast 
マ ルチキャ スト またはユニキャ スト  Extensible Authentication Protocol over LAN （EAPOL） パ
ケッ ト を受信した場合、 常にサプリ カント  ス イッ チにマ ルチキャ スト  EAPOL だけを送信させ
るよ うにするには、 dot1x supplicant force-multicast グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマ
ン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの no 形式を使用しま す。

dot1x supplicant force-multicast

no dot1x supplicant force-multicast

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト サプリ カント  ス イッ チは、ユニキャ スト  EAPOL パケッ ト を受信すると 、ユニキャ スト  EAPOL 
パケッ ト を送信しま す。 同様に、 マ ルチキャ スト  EAPOL パケッ ト を受信すると 、 EAPOL パ
ケッ ト を送信しま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン Network Edge Access Topology （NEAT） がすべてのホスト  モードで機能するよ うにするには、
サプリ カント  ス イッ チ上でこ のコマン ドを イネーブルにしま す。

例 次の例では、 サプリ カント  ス イッ チがオーセンティ ケータ  ス イッ チにマ ルチキャ スト  EAPOL 
パケッ ト を送信するよ うに設定する方法を示しま す。

Switch(config)# dot1x supplicant force-multicast

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(52)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

cisp enable ス イッ チの  Client Information Signalling Protocol （CISP） を イネーブ
ルにするこ と で、 ス イッ チがサプリ カント  ス イッ チに対するオーセ
ンティ ケータと して動作するよ うにしま す。

dot1x credentials ポート に 802.1x サプリ カント 資格情報を設定しま す。

dot1x pae supplicant インターフェ イスがサプリ カント と してだけ機能するよ うに設定し
ま す。
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dot1x test eapol-capable
すべてのス イッ チ ポート 上の IEEE 802.1x のアク ティ ビティ を モニタ リ ングして、IEEE 802.1x 
をサポート するポート に接続して いるデバイスの情報を表示するには、 dot1x test 
eapol-capable 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

dot1x test eapol-capable [interface interface-id]

構文の説明

デフォルト デフォ ルト 設定はあり ません。

コマンド  モード 特権 EXEC 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ス イッ チ上のすべてのポート または特定のポート に接続するデバイスの  IEEE 802.1x 機能をテ
スト するには、 こ のコマン ドを使用しま す。

こ のコマン ドには、 no 形式はあり ません。

例 次の例では、 ス イッ チ上で IEEE 802.1x の準備チェッ クを イネーブルにして、 ポート に対して
ク エリ ーを実行する方法を示しま す。 また、 ポート に接続して いるデバイスを確認するための
ク エリ ーの実行対象ポート から受信した応答が IEEE 802.1x 対応であるこ と を示しま す。

Switch# dot1x test eapol-capable interface gigabitethernet1/0/13

DOT1X_PORT_EAPOL_CAPABLE:DOT1X: MAC 00-01-02-4b-f1-a3 on gigabitethernet1/0/13 is EAPOL 
capable

関連コマンド

interface interface-id （任意） ク エリ ー対象のポート です。

リ リース 変更内容

12.2(44)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

dot1x test timeout timeout  IEEE 802.1x 準備ク エリ ーに対する EAPOL 応答を待機
するために使用さ れるタ イ ムアウト を設定しま す。
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dot1x test timeout
IEEE 802.1x の準備が整って いるかど うかを確認するためにク エリ ーが実行さ れるポート から
の  EAPOL 応答の待機に使用するタ イ ムアウト を設定するには、 dot1x test timeout グローバル 
コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。

dot1x test timeout timeout

構文の説明

デフォルト デフォ ルト 設定は 10 秒です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン EAPOL 応答を待機するために使用さ れるタ イ ムアウト を設定するには、 このコマン ドを使用
しま す。

こ のコマン ドには、 no 形式はあり ません。

例 次の例では、 EAPOL 応答を  27 秒間待機するよ うにス イッ チを設定する方法を示しま す。

Switch# dot1x test timeout 27

タ イ ムアウト 設定のステータスを確認するには、 show run 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

timeout EAPOL 応答を待機する時間 （秒）。 指定でき る範囲は 1 ～ 65535 秒
です。

リ リース 変更内容

12.2(44)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

dot1x test eapol-capable [interface 
interface-id]

すべての、 または指定さ れた  IEEE 802.1x 対応ポート
に接続するデバイスで IEEE 802.1x の準備が整って い
るかを確認しま す。
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dot1x timeout
dot1x timeout 
IEEE 802.1x のタ イマーを設定するには、 dot1x timeout インターフェ イス  コ ンフィ ギュレー
ショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用し
ま す。

dot1x timeout {quiet-period seconds | ratelimit-period seconds | reauth-period {seconds | 
server} | server-timeout seconds | supp-timeout seconds | tx-period seconds}

no dot1x timeout {quiet-period | reauth-period | server-timeout | supp-timeout | tx-period}

構文の説明

デフォルト デフォ ルト の設定は次のと おり です。

reauth-period は 3600 秒です。

quiet-period は 60 秒です。

tx-period は 5 秒です。

supp-timeout は 30 秒です。

server-timeout は 30 秒です。

rate-limit は 1 秒です。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

quiet-period seconds ス イッ チがク ラ イアント と の認証情報の交換に失敗した後、 待機状
態を続ける秒数。 範囲は 1 ～ 65535 です。

ratelimit-period seconds この期間中に認証に成功したク ラ イアント からの  Extensible 
Authentication Protocol over LAN （EAPOL） パケッ ト をス イッ チが無
視した秒数。 範囲は 1 ～ 65535 です。

reauth-period {seconds | 
server}

再認証の試行の間隔 （秒） を設定しま す。

キーワードの意味は次のと おり です。

• seconds ： 1 ～ 65535 の範囲で秒数を設定しま す。 デフォ ルト は 
3600 秒です。

• server ： セッ ショ ンタ イ ムアウト  RADIUS 属性 （属性 [27]） の
値と して秒数を設定しま す。

server-timeout seconds 認証サーバに対して、 ス イッ チのパケッ ト 再送信を待機する秒数。

範囲は 1 ～ 65535 です。 しかし、 小設定値である 30 を推奨しま
す。

supp-timeout seconds ス イッ チが IEEE 802.1x ク ラ イアント へパケッ ト を再送信する前に
待機する秒数。 指定でき る範囲は 30 ～ 65535 です。

tx-period seconds ス イッ チが EAP-Request/Identity フレー ムに対するク ラ イアント か
らの応答を待ち、 要求を再送信するまでの秒数を設定しま す。 範囲
は 1 ～ 65535 です。
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dot1x timeout
コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドのデフォ ルト 値は、 リ ンクの信頼性が低下した場合や、 特定のク ラ イアント およ
び認証サーバの動作に問題がある場合など、 異常な状況に対する調整を行 う必要があると き に
限って変更してく ださ い。

dot1x reauthentication インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して定期的
な再認証を イネーブルにしただけの場合、 dot1x timeout reauth-period インターフェ イス  コ ン
フィ ギュレーショ ン コマン ドは、 ス イッ チの動作に影響しま す。

待機時間の間、 ス イッ チはどのよ うな認証要求も受け付けず、 開始も しません。 デフォ ルト よ
り も小さ い数を入力するこ と によって、 ユーザへの応答時間を短縮できま す。

ratelimit-period が 0 （デフォ ルト ） に設定さ れた場合、 ス イッ チは認証に成功したク ラ イアン
ト からの EAPOL パケッ ト を無視し、 それらを  RADIUS サーバに転送しま す。

例 次の例では、 定期的な再認証を イネーブルにし、 再認証の間隔を  4000 秒に設定する方法を示
しま す。

Switch(config-if)# dot1x reauthentication
Switch(config-if)# dot1x timeout reauth-period 4000

次の例では、 定期的な再認証を イネーブルにし、 再認証の間隔の秒数と してセッ ショ ンタ イ ム
アウト  RADIUS 属性の値を指定する方法を示しま す。

Switch(config-if)# dot1x reauthentication
Switch(config-if)# dot1x timeout reauth-period server

次の例では、 ス イッ チの待機時間を  30 秒に設定する方法を示しま す。

Switch(config-if)# dot1x timeout quiet-period 30

次の例では、 ス イッ チから認証サーバへの再送信時間を  45 秒に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# dot1x timeout server-timeout 45

次の例では、 EAP request フレー ムに対するス イッ チからク ラ イアント への再送信時間を  45 秒
に設定する方法を示しま す。

Switch(config-if)# dot1x timeout supp-timeout 45

次の例では、 EAP-Request/Identity フレー ムに対するク ラ イアント からの応答を待ち、 要求を再
送信するまでの時間を  60 秒に設定する方法を示しま す。

Switch(config-if)# dot1x timeout tx-period 60

次の例では、 認証に成功したク ラ イアント からの  EAPOL パケッ ト をス イッ チが無視する秒数
を  30 と 設定する方法を示しま す。

Switch(config-if)# dot1x timeout ratelimit-period 30

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(25)SED tx-period キーワードの範囲が変更さ れ、 reauth-period server キー

ワードが追加さ れま した。

12.2(25)SEE  ratelimit-period キーワードが追加さ れま した。

12.2(40)SE tx-period seconds の範囲が間違って いま す。 正し い範囲は 1 ～ 65535 
です。
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設定を確認するには、 show dot1x 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

dot1x max-req ス イッ チが、 認証プロセスを再始動する前に、 EAP-Request/Identity 
フレー ムを送信する 高回数を設定しま す。

dot1x reauthentication ク ラ イアント の定期的再認証を イネーブルにしま す。

show dot1x すべてのポート の  IEEE 802.1x ステータスを表示しま す。
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dot1x violation-mode
dot1x violation-mode インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 新し い
デバイスがポート に接続すると き、 または 大数のデバイスがポート に接続さ れて いる状態で
新し いデバイスがポート に接続すると き に発生する違反モードを設定しま す。

dot1x violation-mode {shutdown | restrict | protect}

no dot1x violation-mode

構文の説明

デフォルト デフォ ルト では、 dot1x violation-mode protect がイネーブルになって いま す。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

例 次の例では、 新し いデバイスをポート に接続すると き に、 IEEE 802.1x 対応ポート を  errdisable 
に設定して、 シャッ ト ダウンする方法を示しま す。

Switch(config-if)# dot1x violation-mode shutdown

次の例では、 新し いデバイスをポート に接続すると き に、 システ ム エラー メ ッ セージを生成
して、 ポート を制限モードに変更するよ うに IEEE 802.1x 対応ポート を設定する方法を示しま
す。

Switch(config-if)# dot1x violation-mode restrict

次の例では、 新し いデバイスをポート に接続すると き に、 新たに接続さ れたデバイスを無視す
るよ うに IEEE 802.1x 対応ポート を設定する方法を示しま す。

Switch(config-if)# dot1x violation-mode protect

設定を確認するには、 show dot1x [interface interface-id] 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

shutdown エラーによって、 予期し ない新たな MAC アドレスが発生するポート
または仮想ポート がディ セーブルになり ま す。

restrict 違反エラーの発生時に Syslog エラーを生成しま す。

protect 新し い MAC アドレスからパケッ ト をそのまま ドロッ プしま す。 こ れ
がデフォ ルト 設定です。

リ リース 変更内容

12.2(46)SE1 このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show dot1x [interface interface-id] 指定さ れたポート の  IEEE 802.1x の状態を表示しま す。
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duplex
ポート の動作のデュプレッ ク ス  モードを指定するには、 duplex インターフェ イス  コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 ポート をデフォ ルト 値に戻すには、 こ のコマン ドの  
no 形式を使用しま す。

duplex {auto | full | half}

no duplex

構文の説明

デフォルト フ ァスト  イーサネッ ト  ポート およびギガビッ ト  イーサネッ ト  ポート に対するデフォ ルト は 
auto です。

100BASE-x （-x は -BX、 -FX、 -FX-FE、 または - LX） Small Form-Factor Pluggable モジュールの
デフォ ルト は half です。

二重オプショ ンは、 1000BASE-x （-x は -BX、 -CWDM、 -LX、 -SX、 または -ZX） SFP モジュー
ルではサポート さ れて いません。

ご使用のス イッ チでサポート さ れて いる SFP モジュールについては、製品のリ リ ース  ノ ート を
参照してく ださ い。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン フ ァスト  イーサネッ ト  ポート では、 接続さ れた装置がデュプレッ ク ス  パラメ ータの自動ネゴ
シエーショ ンを行わない場合にポート を  auto に設定すると 、 half を指定するのと 同じ効果があ
り ま す。

ギガビッ ト  イーサネッ ト  ポート では、 接続装置がデュプレッ ク ス  パラメ ータを自動ネゴシ
エート し ないと き にポート を  auto に設定すると 、 full を指定する場合と 同じ効果があり ま す。

auto 自動によ るデュプレッ ク ス設定を イネーブルにしま す （接続さ れたデバイ
ス  モードにより 、 ポート が自動的に全二重モードか半二重モードかを判断
しま す）。

full 全二重モードを イネーブルにしま す。

half 半二重モードを イネーブルにしま す （10 または 100 Mb/s で動作するイン
ターフェ イスに限る）。1000 または 10,000 Mb/s で動作するインターフェ イ
スに対しては半二重モードを設定できません。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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（注） デュプレッ ク ス  モードが auto で接続さ れて いる装置が半二重で動作して いる場合、
半二重モードはギガビッ ト  イーサネッ ト  インターフェ イスでサポート さ れま す。 ただ
し、 こ れらの インターフェ イスを半二重モードで動作するよ うに設定するこ と はできま
せん。

特定のポート を全二重または半二重のいずれかに設定できま す。 こ のコマン ドの適用可能性
は、 ス イッ チが接続さ れて いるデバイスによって異なり ま す。

両方のラ インの終端が自動ネゴシエーショ ンをサポート して いる場合、 デフォ ルト の自動ネゴ
シエーショ ンを使用するこ と を強く 推奨しま す。 片方のインターフェ イスが自動ネゴシエー
ショ ンをサポート し、 も う片方がサポート して いない場合、 両方のインターフェ イス上でデュ
プレッ ク スと 速度を設定し、 サポート さ れて いる側で auto の設定を使用してく ださ い。

速度が auto に設定さ れて いる場合、 ス イッ チはリ ンクの反対側のデバイスと 速度設定について
ネゴシエート し、 速度を ネゴシエート さ れた値に強制的に設定しま す。 デュプレッ ク ス設定は
リ ンクの両端での設定が引き継がれま すが、 こ れにより 、 デュプレッ ク ス設定に矛盾が生じ る
こ と があり ま す。

デュプレッ ク ス設定を行 うこ と ができ るのは、 速度が auto に設定さ れて いる場合です。

注意 インターフェ イス速度と デュプレッ ク ス  モードの設定を変更すると 、 再設定中にインターフェ
イスがシャッ ト ダウンし、 再びイネーブルになる場合があり ま す。

ス イッ チの速度およびデュプレッ ク スのパラメ ータの設定に関する注意事項は、 こ のリ リ ース
に対応するソ フト ウェア コ ンフィ ギュレーショ ン ガイ ドの 「Configuring Interface 
Characteristics」 の章を参照してく ださ い。

例 次の例では、 インターフェ イスを全二重動作に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# duplex full

設定を確認するには、 show interfaces 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show interfaces ス イッ チのインターフェ イスの設定を表示しま す。

speed 10/100 または 10/100/1000 Mb/s インターフェ イスの速度を設定しま
す。
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epm access-control open
アク セス  コ ント ロール リ スト （ACL） が設定さ れて いないポート にオープン ディ レク ティ ブ
を設定するには、 ス イッ チ スタッ クまたはスタ ン ドアロ ン ス イッ チ上で epm access-control 
open グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 オープン ディ レク ティ ブを
ディ セーブルにするには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

epm access-control open 

no epm access-control open

構文の説明 こ のコマン ドには、 キーワードと 引数はあり ません。

デフォルト デフォ ルト のディ レ ク ティ ブが適用さ れま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン スタティ ッ ク  ACL が設定さ れたアク セス  ポート に、 認可ポリ シーのないホスト を許可する
オープン ディ レク ティ ブを設定するには、 こ のコマン ドを使用しま す。 こ のコマン ドを設定し
ない場合、 ポート は設定さ れた  ACL のポリ シーをト ラフィ ッ ク に適用しま す。 ポート にスタ
ティ ッ ク  ACL が設定さ れて いない場合、 デフォ ルト およびオープンの両方のディ レク ティ ブ
がポート へのアク セスを許可しま す。

例 次の例では、 オープン ディ レク ティ ブを設定する方法を示しま す。

Switch(config)# epm access-control open

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(55)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show running-config 動作設定を表示しま す。
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errdisable detect cause
特定の原因またはすべての原因に対して  errdisable 検出を イネーブルにするには、 errdisable 
detect cause グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 errdisable 検出機能を
ディ セーブルにするには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

errdisable detect cause {all | bpduguard | dhcp-rate-limit | dtp-flap | gbic-invalid | inline-power 
|  link-flap | loopback | pagp-flap | psp | security-violation shutdown vlan | 
sfp-config-mismatch}

no errdisable detect cause {all | bpduguard | dhcp-rate-limit | dtp-flap | gbic-invalid | 
inline-power | link-flap | loopback | pagp-flap | psp | security-violation shutdown vlan | 
sfp-config-mismatch}

ブリ ッ ジ プロト コ ル データ  ユニッ ト （BPDU） ガー ドと ポート  セキュ リ ティ については、 こ
のコマン ドを使用して、 ポート 全体をディ セーブルにするのではなく 、 ポート の特定の  VLAN 
のみをディ セーブルにするよ うにス イッ チを設定できま す。

VLAN ごと に errdisable 機能を オフにして いて  BPDU ガード違反が発生した場合は、 ポート 全
体がディ セーブルになり ま す。 VLAN ごと に errdisable 機能をディ セーブルにするには、 こ の
コマン ドの no 形式を使用しま す。

errdisable detect cause bpduguard shutdown vlan

no errdisable detect cause bpduguard shutdown vlan

構文の説明 all すべての  errdisable の原因に対して、 エラー検出を イネーブルに
しま す。

bpduguard shutdown vlan BPDU ガードで VLAN ごと に errdisable を イネーブルにしま す。

dhcp-rate-limit Dynamic Host Configuration Protocol （DHCP） スヌーピング用のエ
ラー検出を イネーブルにしま す。

dtp-flap ダイナミ ッ ク  ト ランキング プロト コ ル （DTP） フ ラッ プのエラー
検出を イネーブルにしま す。

gbic-invalid 無効なギガビッ ト  インターフェ イス  コ ンバータ （GBIC） モ
ジュール用のエラー検出を イネーブルにしま す。

（注） このエラーは、 ス イッ チでの無効な Small Form-Factor 
Pluggable （SFP） モジュールを意味しま す。

inline-power インラ イン パワーに対し、 エラー検出を イネーブルにしま す。

link-flap リ ンク ステート のフ ラッ プに対して、 エラー検出を イネーブルに
しま す。

loopback 検出さ れた ループバッ ク に対して、 エラー検出を イネーブルにし
ま す。

pagp-flap ポート 集約プロト コ ル （PAgP） フ ラッ プの  errdisable 原因のエ
ラー検出を イネーブルにしま す。

psp プロト コ ル スト ー ム プロテクショ ンのエラー検出を イネーブル
にしま す。

security-violation 
shutdown vlan

音声認識 IEEE 802.1x セキュ リ ティ を イネーブルにしま す。

sfp-config-mismatch SFP 設定の不一致によ るエラー検出を イネーブルにしま す。
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コマンド  デフォ ルト 検出はすべての原因に対して イネーブルです。 VLAN ごと の  errdisable を除く すべての原因に
ついて、 ポート 全体をシャッ ト ダウンするよ うに設定さ れま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 原因 （link-flap、 dhcp-rate-limit など） は、 errdisable ステート が発生した理由です。 原因が
ポート で検出さ れた場合、 ポート は errdisable ステート （リ ンク ダウン ステート に類似した動
作ステート ） と なり ま す。

ポート が errdisable になっていると きは事実上シャッ ト ダウンし、 ト ラフィ ッ クはポート で送受
信さ れません。 BPDU、 音声認識 802.1x セキュ リ ティ 、 ガードおよびポート  セキュ リ ティ 機能
のため、 違反の発生時に、 ポート 全体でなく 、 ポート 上の障害のある VLAN だけをシャッ ト ダ
ウンするよ うス イッ チを設定するこ と ができま す。

原因に対して  errdisable recovery グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力して、原
因の回復メ カニズ ムを設定する場合は、 すべての原因がタ イ ムアウト になった時点で、 ポート
は errdisable ステート から抜け出して、 処理を再試行でき るよ うになり ま す。 回復メ カニズ ム
を設定し ない場合は、 まず shutdown コマン ドを入力し、 次に no shutdown コマン ドを入力し
て、 ポート を手動で errdisable ステート から回復させる必要があり ま す。

プロト コ ル スト ー ム プロテクショ ンでは、 大 2 個の仮想ポート について過剰なパケッ ト が ド
ロッ プさ れま す。 psp キーワードを使用した仮想ポート  エラーのディ セーブル化は、
EtherChannel インターフェ イス および Flexlink インターフェ イスでサポート さ れません。

設定を確認するには、 show errdisable detect 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

例 次の例では、 リ ンク フ ラッ プ errdisable 原因の  errdisable 検出を イネーブルにする方法を示し
ま す。

Switch(config)# errdisable detect cause link-flap

次のコマン ドでは、 VLAN ごと の  errdisable で BPDU ガードを グローバルに設定する方法を示
しま す。

Switch(config)# errdisable detect cause bpduguard shutdown vlan

次のコマン ドでは、 VLAN ごと の  errdisable で音声認識 802.1x セキュ リ ティ を グローバルに設
定する方法を示しま す。

Switch(config)# errdisable detect cause security-violation shutdown vlan 

show errdisable detect 特権 EXEC コマン ドを入力すると 、 設定を確認できま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(37)SE VLAN ごと のエラー検出機能が追加さ れました。 inline-power キー

ワードおよび sfp-config-mismatch キーワードが追加さ れま した。

12.2(46)SE security-violation shutdown vlan キーワードが追加さ れま した。

12.2(58)SE psp キーワードが追加さ れま した。
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errdisable detect cause
関連コマンド コマンド 説明

show errdisable detect errdisable 検出情報を表示しま す。

show interfaces status err-disabled インターフェ イスのステータスまたは errdisable ス
テート にあるインターフェ イスのリ スト を表示しま
す。

clear errdisable interface VLAN ごと の  errdisable 機能によって  errdisable になっ
たポート または VLAN から  errdisable ステート をク リ
アしま す。
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errdisable detect cause small-frame
着信 VLAN タ グ付きパケッ ト のフレー ムが小さ く （67 バイト 以下）、 設定さ れた 低速度 （し
き い値） で到着する場合に、 任意のス イッ チ ポート を  errdisable にでき るよ うにするには、
errdisable detect cause small-frame グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま
す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

errdisable detect cause small-frame 

no errdisable detect cause small-frame

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト こ の機能はディ セーブルです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 小さ いフレー ムの着信機能を グローバルにイネーブルにしま す。 各ポート の
しき い値を設定するには、 small violation-rate インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマ
ン ドを使用しま す。

ポート が自動的に再びイネーブルになるよ うに設定するには、 errdisable recovery cause 
small-frame グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 回復時間を設定する
には、 errdisable recovery interval interval グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用
しま す。

例 次の例では、 小さ い着信フレー ムが設定さ れたしき い値で到着すると  errdisable モードになる
ス イッ チ ポート を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# errdisable detect cause small-frame

設定を確認するには、 show interfaces 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(44)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

errdisable recovery cause 
small-frame

回復タ イマーを イネーブルにしま す。

errdisable recovery interval 
interval

指定さ れた  errdisable ステート から回復する時間を指定しま す。
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errdisable detect cause small-frame
show interfaces 入出力フロー制御を含むス イッ チの インターフェ イス設定を
表示しま す。

small violation-rate ポート が errdisable ステート と なる、 小さ い着信フレー ムの伝
送速度 （しき い値） を設定しま す。

コマンド 説明
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errdisable recovery cause small-frame
errdisable recovery cause small-frame
小さ いフレー ムが着信してポート が errdisable と なった後でポート を自動で再度イネーブルに
するための回復タ イマーを イネーブルにするには、 ス イッ チ上で errdisable recovery cause 
small-frame グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻
すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

errdisable recovery cause small-frame 

no errdisable recovery cause small-frame

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト こ の機能はディ セーブルです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 errdisable ポート の回復タ イマーを イネーブルにしま す。 回復時間を設定する
には、 errdisable recovery interval interval インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ド  
を使用しま す。

例 次の例では、 回復タ イマーを設定する方法を示しま す。

Switch(config)# errdisable recovery cause small-frame

設定を確認するには、 show interfaces ユーザ EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(44)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

errdisable detect cause small-frame 着信フレー ムが指定した 小サイズより 小さ く 、 指定
した伝送速度 （しき い値） で到着する場合に、 ス イッ
チ ポート を  errdisable 状態にしま す。

show interfaces 入出力フロー制御を含むス イッ チの インターフェ イス
設定を表示しま す。

small violation-rate ポート が errdisable ステート と なる、 （小さ い） 着信フ
レー ムのサイズを設定しま す。
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errdisable recovery
errdisable recovery
回復メ カニズ ムの変数を設定するには、 errdisable recovery グローバル コ ンフィ ギュレーショ
ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 このコマン ドの  no 形式を使用しま す。

errdisable recovery {cause {all | bpduguard | channel-misconfig | dhcp-rate-limit | dtp-flap | 
gbic-invalid | inline-power |  link-flap | loopback | pagp-flap | psecure-violation | psp | 
security-violation | sfp-mismatch | udld | vmps} | {interval interval}

no errdisable recovery {cause {all | bpduguard | channel-misconfig | dhcp-rate-limit | dtp-flap 
| gbic-invalid | inline-power | link-flap | loopback | pagp-flap | psecure-violation | psp | 
security-violation | sfp-mismatch | udld | vmps} | {interval interval}

構文の説明 cause 特定の原因から回復するよ うに errdisable メ カニズ ムを イネーブルにし
ま す。

all すべての  errdisable の原因から回復するタ イマーを イネーブルにしま
す。

bpduguard ブリ ッ ジ プロト コ ル データ  ユニッ ト （BPDU） ガー ド  errdisable ス
テート から回復するタ イマーを イネーブルにしま す。

channel-misconfig EtherChannel の設定矛盾によ る errdisable ステート から回復するタ イ
マーを イネーブルにしま す。

dhcp-rate-limit DHCP スヌーピング errdisable ステート から回復するタ イマーを イネー
ブルにしま す。

dtp-flap ダイナミ ッ ク  ト ランキング プロト コ ル （DTP） フ ラッ プ errdisable ス
テート から回復するタ イマーを イネーブルにしま す。

gbic-invalid ギガビッ ト  インターフェ イス  コ ンバータ （GBIC） モジュールを無効
な errdisable ステート から回復するタ イマーを イネーブルにしま す。

（注） こ のエラーは無効な Small Form-Factor Pluggable の  errdisable ス
テート を意味しま す。

inline-power インラ イン パワーに対し、 エラー検出を イネーブルにしま す。

link-flap リ ンク フ ラッ プ errdisable ステート から回復するタ イマーを イネーブル
にしま す。

loopback ループバッ ク  errdisable ステート から回復するタ イマーを イネーブルに
しま す。

pagp-flap ポート 集約プロト コ ル （PAgP） フ ラッ プ errdisable ステート から回復
するタ イマーを イネーブルにしま す。

psp プロト コ ル スト ー ム プロテクショ ンの  errdisable ステート から回復す
るタ イマーを イネーブルにしま す。

psecure-violation ポート  セキュ リ ティ 違反ディ セーブル ステート から回復するタ イマー
を イネーブルにしま す。

security-violation IEEE 802.1x 違反ディ セーブル ステート から回復するタ イマーを イ
ネーブルにしま す。

sfp-mismatch SFP 設定の不一致によ るエラー検出を イネーブルにしま す。

udld 単方向リ ンク検出 （UDLD） errdisable ステート から回復するタ イマー
を イネーブルにしま す。
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errdisable recovery
デフォルト すべての原因に対して回復はディ セーブルです。

デフォ ルト の回復間隔は 300 秒です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 原因 （link-flap、 bpduguard など） は、 errdisable ステート が発生した理由と して定義さ れま
す。 原因がポート で検出さ れた場合、 ポート は errdisable ステート （リ ンク ダウン ステート に
類似した動作ステート ） と なり ま す。

ポート が errdisable になっていると きは事実上シャッ ト ダウンし、 ト ラフィ ッ クはポート で送受
信さ れません。 BPDU ガード機能およびポート  セキュ リ ティ 機能の場合は、 違反の発生時に
ポート 全体をシャッ ト ダウンする代わり に、 ポート で問題と なって いる VLAN だけをシャッ ト
ダウンするよ うにス イッ チを設定できま す。

その原因に対して  errdisable の回復を イネーブルにし ない場合、ポート は、 shutdown および no 
shutdown インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドが入力さ れるまで errdisable ス
テート のままです。 原因の回復を イネーブルにした場合、 ポート は errdisable ステート から回
復し、 すべての原因がタ イ ムアウト になったと き に処理を再開でき るよ うになり ま す。

原因の回復を イネーブルにし ない場合、 まず shutdown コマン ドを入力し、 次に no shutdown 
コマン ドを入力して、 手動でポート を  errdisable ステート から回復させる必要があり ま す。

例 次の例では、BPDU ガード  errdisable 原因に対して回復タ イマーを イネーブルにする方法を示し
ま す。

Switch(config)# errdisable recovery cause bpduguard

次の例では、 タ イマーを  500 秒に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# errdisable recovery interval 500

設定を確認するには、 show errdisable recovery 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

vmps VLAN メ ンバーシッ プ ポリ シー サーバ （VMPS） errdisable ステート か
ら回復するタ イマーを イネーブルにしま す。

interval interval 指定さ れた  errdisable ステート から回復する時間を指定しま す。 指定で
き る範囲は 30 ～ 86400 秒です。 すべての原因に同じ間隔が適用さ れま
す。 デフォ ルト 間隔は 300 秒です。

（注） errdisable recovery のタ イマーは、 設定さ れた間隔値から ランダ
ムな差で初期化さ れま す。 実際のタ イ ムアウト 値と 設定さ れた
値の差は、 設定さ れた間隔の  15% まで認めら れま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(37)SE VLAN ごと のエラー検出機能が追加さ れました。 inline-power キー

ワードおよび sfp-mismatch キーワードが追加さ れま した。

12.2(58)SE psp キーワードが追加さ れま した。
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errdisable recovery
関連コマンド コマンド 説明

show errdisable recovery error-disabled 回復タ イマーの情報を表示しま す。

show interfaces status 
err-disabled

インターフェ イスのステータスまたは error-disabled ステート
にあるインターフェ イスのリ スト を表示しま す。

clear errdisable interface VLAN ごと の  errdisable 機能によって  errdisable になったポー
ト または VLAN から  errdisable ステート をク リ アしま す。
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exception crashinfo
exception crashinfo 
Cisco IOS イメ ージのエラー時にス イッ チで拡張 crashinfo フ ァイ ルが作成さ れるよ う設定する
には、 exception crashinfo グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 こ の機
能をディ セーブルにするには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

exception crashinfo 

no exception crashinfo

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト ス イッ チが拡張 crashinfo フ ァイ ルを作成しま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 基本 crashinfo フ ァイ ルには、 失敗した  Cisco IOS のイメ ージ名およびバージョ ン、 プロセッ サ 
レジスタのリ スト 、 およびスタッ ク  ト レースが含ま れま す。 拡張 crashinfo フ ァイ ルには、 ス
イッ チの障害の原因を判別するのに役立つその他の追加情報が含ま れま す。

スタッ ク  マスター上で exception crashinfo グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入
力すると 、 すべてのスタッ ク  メ ンバは、 スタッ ク  メ ンバ上の Cisco IOS イメ ージが失敗した場
合に拡張 crashinfo フ ァイ ルを作成するよ う設定さ れま す。

（注） スタッ ク構成をサポート して いるのは、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス
イッ チだけです。

ス イッ チが拡張 crashinfo フ ァイ ルを作成し ないよ うに設定するには、 no exception crashinfo グ
ローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。

例 次の例では、 ス イッ チが拡張 crashinfo フ ァイ ルを作成し ないよ うに設定する方法を示しま す。

Switch(config)# no exception crashinfo

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)SED このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show running-config 定義さ れたマク ロを含む動作設定を表示しま す。
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fallback profile
fallback profile
Web 認証用にフォールバッ ク  プロフ ァイ ルを作成するには、 fallback profile グローバル コ ン
フィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 
形式を使用しま す。

fallback profile profile

no fallback profile

構文の説明

デフォルト フォールバッ ク  プロフ ァイ ルは設定さ れて いません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン フォールバッ ク  プロフ ァイ ルは、 サプリ カント を持たない IEEE 802.1x ポート の IEEE 802.1x 
フォールバッ ク動作を定義するために使用さ れま す。 サポート さ れる動作は、 Web 認証への
フォールバッ ク だけです。

fallback profile コマン ドを入力すると 、プロフ ァイ ル コ ンフィ ギュレーショ ン モードが開始さ
れ、 次のコ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドが使用可能になり ま す。

• ip ： IP コ ンフィ ギュレーショ ンを作成しま す。

• access-group ： まだ認証さ れて いないホスト によって送信さ れるパケッ ト のアク セス  コ ン
ト ロールを指定しま す。

• admission ： IP アドミ ッ ショ ン ルールを適用しま す。

例 次の例では、 Web 認証で使用さ れるフォールバッ ク  プロフ ァイ ルの作成方法を示しま す。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ip admission name rule1 proxy http
Switch(config)# fallback profile profile1
Switch(config-fallback-profile)# ip access-group default-policy in 
Switch(config-fallback-profile)# ip admission rule1
Switch(config-fallback-profile)# exit
Switch(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
Switch(config-if)# dot1x fallback profile1
Switch(config-if)# end

show running-configuration [interface interface-id] 特権 EXEC コマン ドを入力するこ と により 、
設定を確認できま す。

profile IEEE 802.1x 認証をサポート して いないク ラ イアント のフォールバッ
ク  プロフ ァイ ルを指定しま す。

リ リース 変更内容

12.2(35)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
2-193
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
fallback profile
関連コマンド コマンド 説明

dot1x fallback IEEE 802.1x 認証をサポート し ないク ラ イアント 用の
フォールバッ ク方式と して  Web 認証を使用するよ う
ポート を設定しま す。

ip admission ス イッ チ ポート で Web 認証を イネーブルにしま す。

ip admission name proxy http ス イッ チで Web 認証を グローバルにイネーブルにしま
す。

show dot1x [interface interface-id] 指定さ れたポート の  IEEE 802.1x の状態を表示しま す。

show fallback profile ス イッ チの設定済みプロフ ァイ ルを表示しま す。
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flowcontrol
flowcontrol
インターフェ イスの受信フロー制御ステート を設定するには、 flowcontrol インターフェ イス  
コ ンフィ ギュレーショ ン  コマン ドを使用しま す。 ある装置に対してフロー制御 send が動作可
能でオンになって いて、 接続のも う一方の側で輻輳が少しでも検出さ れた場合は、 休止フレー
ムを送信するこ と によって、 リ ンクの相手側またはリ モート 装置に輻輳を通知しま す。 ある装
置に対してフロー制御 receive がオンで、 休止フレー ムを受信した場合、 データ  パケッ ト の送
信は停止しま す。 こ う するこ と により 、 輻輳期間中にデータ  パケッ ト の損失を防ぎま す。

フロー制御をディ セーブルにする場合は、 receive off キーワードを使用しま す。

flowcontrol receive {desired | off | on} 

（注） ス イッ チは、 ポーズ フレー ムを受信できま すが、 送信はできません。

構文の説明

デフォルト デフォ ルト は、 flowcontrol receive off に設定さ れて いま す。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のス イッ チでは、 送信フロー制御の休止フレー ムはサポート さ れません。

on および desired キーワードは同一の結果になるこ と に注意してく ださ い。

receive インターフェ イスがリ モート 装置からフロー制御パケッ ト を受信でき るかど う
かを設定しま す。

desired インターフェ イスを、 フロー制御パケッ ト を送信する必要がある接続装置また
はフロー制御パケッ ト を送信する必要はないが送信するこ と のでき る接続装置
と と も に稼働させるこ と ができま す。

off 接続装置がフロー制御パケッ ト を インターフェ イスへ送信する機能を オフにし
ま す。

on インターフェ イスを、 フロー制御パケッ ト を送信する必要がある接続装置また
はフロー制御パケッ ト を送信する必要はないが送信するこ と のでき る接続装置
と と も に稼働させるこ と ができま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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flowcontrol コマン ドを使用してポート が輻輳中にト ラフィ ッ ク  レート を制御するよ う設定す
る場合、 フロー制御はポート 上で次の条件の うちの  1 つに設定さ れま す。

• receive on または desired ： ポート はポーズ フレー ムを送信できませんが、 ポーズ フレー ム
を送信する必要がある装置、 または送信可能な接続装置と 連動できま す。 ポート はポーズ 
フレー ムを受信できま す。

• receive off ： フロー制御はどちらの方向にも動作しません。 輻輳が生じても 、 リ ンクの相手
側に通知はなく 、 どちら側の装置も休止フレー ムの送受信を行いません。

表 2-13 は、 各設定の組み合わせによ るローカ ル ポート およびリ モート  ポート 上のフロー制御
の結果を示したものです。 表は receive desired キーワードの使用時と  receive on キーワードの
使用時の結果が同一になるこ と を前提と して いま す。

例 次の例では、 リ モート  ポート によってフロー制御がサポート さ れないよ うにローカ ル ポート
を設定する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
Switch(config-if)# flowcontrol receive off

設定を確認するには、 show interfaces 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

表 2-13 フロー制御設定およびローカ ル/ リ モート  ポート  フロー制御解決

フロー制御設定 フロー制御解決

ローカ ル デバイス リ モート  デバイス ローカ ル デバイス リ モート  デバイス

send off/receive on send on/receive on

send on/receive off

send desired/receive on

send desired/receive off

send off/receive on

send off/receive off

受信だけ行いま す。

受信だけ行いま す。

受信だけ行いま す。

受信だけ行いま す。

受信だけ行いま す。

送受信を行いません。

送受信を行いま す。

送信だけ行いま す。

送受信を行いま す。

送信だけ行いま す。

受信だけ行いま す。

送受信を行いません。

send off/receive off send on/receive on

send on/receive off

send desired/receive on

send desired/receive off

send off/receive on

send off/receive off

送受信を行いません。

送受信を行いません。

送受信を行いません。

送受信を行いません。

送受信を行いません。

送受信を行いません。

送受信を行いません。

送受信を行いません。

送受信を行いません。

送受信を行いません。

送受信を行いません。

送受信を行いません。

コマンド 説明

show interfaces 入出力フロー制御を含むス イッ チのインターフェ イス設定を表示しま
す。
2-196
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リ フ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
hw-module
hw-module 
オンボード障害ロギング （OBFL） を イネーブルにするには、 ス イッ チ スタッ ク上またはスタ
ン ドアロ ン ス イッ チ上で hw-module グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま
す。 こ の機能をディ セーブルにするには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

hw-module module [switch-number] logging onboard [message level level]

no hw-module module [switch-number] logging onboard [message level]

（注） こ のコマン ドは、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チのみでサポート
さ れて いま す。

構文の説明

デフォルト OBFL はイネーブルになっており 、 すべてのメ ッ セージが表示さ れま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン OBFL はイネーブルにしておき、 フ ラッ シュ  メ モリ に保存さ れたデータは消さ ないよ うにする
こ と を推奨しま す。

OBFL データ  ロ グ内のタ イ ム スタ ンプを正確にするには、 システ ム ク ロッ クを手動で設定す
るか、 またはネッ ト ワーク  タ イ ム プロト コ ル （NTP） を使用して設定しま す。

message level level パラメ ータを入力し なければ、 ハード ウェア関連のすべてのメ ッ セージがス
イッ チによって生成さ れ、 フ ラッ シュ  メ モリ に保存さ れま す。

スタ ン ドアロ ン ス イッ チで hw-module module [switch-number] logging onboard [message level 
level] コマン ドを入力するこ と は、hw-module module logging onboard [message level level] コマ
ン ドを入力するこ と と 同じです。

スタッ ク  マスターで hw-module module logging onboard [message level level] を入力すると 、
OBFL をサポート するすべてのスタッ ク  メ ンバで OBFL がイネーブルになり ま す。

switch-number （任意） ス イッ チ番号を指定しま す。 こ れは、 スタッ ク  メ ンバ番号です。 ス
イッ チがスタ ン ドアロ ン ス イッ チの場合、 ス イッ チ番号は 1 です。 ス イッ
チがスタッ ク内にある場合は、 スタッ ク内のス イッ チ メ ンバの数に応じて、
1 ～ 4 の範囲内の値を指定できま す。

message level 
level

（任意） フ ラッ シュ  メ モリ に保存さ れるハード ウェア関連のメ ッ セージの重
大度を指定しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 7 です。

リ リース 変更内容

12.2(53)SE1 このコマン ドが追加さ れま した。 
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例 次の例では、 ス イッ チ スタッ ク上で OBFL を イネーブルにし、 スタッ ク  マスター上でこ のコ
マン ドが入力さ れたと き にスタッ ク  メ ンバ 4 でのハード ウェア関連のすべてのメ ッ セージがフ
ラッ シュ  メ モリ に保存さ れるよ うに指定する方法を示しま す。

Switch(config)# hw-module module 4 logging onboard

次の例では、 スタ ン ドアロ ン ス イッ チ上で OBFL を イネーブルにし、 ハード ウェア関連の重大
度 1 のメ ッ セージだけがス イッ チのフ ラッ シュ  メ モリ に保存さ れるよ うに指定する方法を示し
ま す。

Switch(config)# hw-module module 1 logging onboard message level 1

設定を確認するには、 show logging onboard 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

clear logging onboard フ ラッ シュ  メ モリ 内の  OBFL データを削除しま す。

show logging onboard OBFL 情報を表示しま す。
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interface port-channel
ポート  チャ ネルの論理インターフェ イスにアク セスしたり 、 作成したり するには、 interface 
port-channel グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 ポート  チャ ネルを
削除する場合は、 こ のコマン ドの no 形式を使用しま す。

interface port-channel port-channel-number

no interface port-channel port-channel-number

構文の説明

デフォルト ポート  チャ ネル論理インターフェ イスは定義さ れません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン レ イヤ 2 EtherChannel では、 物理ポート をチャ ネル グループに割り 当て る前にポート チャ ネル 
インターフェ イスを作成する必要はあり ません。 代わり に、 channel-group インターフェ イス  
コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用できま す。 チャ ネル グループが 初の物理ポート を
獲得すると 、 ポート チャ ネル インターフェ イスは自動的に作成さ れま す。 初にポート チャ ネ
ル インターフェ イスを作成する場合は、 channel-group-number を  port-channel-number と 同じ番
号にしても 、 新し い番号にしてもかま いません。 新し い番号を使用した場合、 channel-group 
コマン ドは動的に新し いポート  チャ ネルを作成しま す。

チャ ネル グループ内の  1 つのポート  チャ ネルだけが許可さ れま す。

interface port-channel コマン ドを使用する場合は、 次の注意事項に従ってく ださ い。

• Cisco Discovery Protocol （CDP） を使用する場合には、 こ れを物理ポート でだけ設定してく
ださ い。 ポート チャ ネル インターフェ イスでは設定できません。

• EtherChannel のアク ティ ブ メ ンバであるポート を  IEEE 802.1x ポート と しては設定し ない
でく ださ い。 まだアク ティ ブになって いない EtherChannel のポート で IEEE 802.1x を イ
ネーブルにしても 、 そのポート は EtherChannel に加入しません。

設定の注意事項の一覧については、 こ のリ リ ースに対応するソ フト ウェア コ ンフィ ギュレー
ショ ン ガイ ドの 「Configuring EtherChannels」 の章を参照してく ださ い。

例 次の例では、ポート  チャ ネル番号 5 でポート チャ ネル インターフェ イスを作成する方法を示し
ま す。

Switch(config)# interface port-channel 5

port-channel-number ポート  チャ ネル番号。 指定でき る範囲は 1 ～ 6 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドまたは show etherchannel 
channel-group-number detail 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

channel-group EtherChannel グループにイーサネッ ト  ポート を割り 当てま す。

show etherchannel チャ ネルの  EtherChannel 情報を表示しま す。

show running-config 現在の動作設定を表示しま す。
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interface range
インターフェ イス  レ ンジ コ ンフィ ギュレーショ ン モードを開始し、 複数のポート でコマン ド
を同時に実行するには、 interface range グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用し
ま す。 インターフェ イス範囲を削除する場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

interface range {port-range | macro name}

no interface range {port-range | macro name}

構文の説明

デフォルト こ のコマン ドにはデフォ ルト 設定はあり ません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン インターフェ イス範囲コ ンフィ ギュレーショ ン モードを開始して入力した、 すべてのインター
フェ イスのパラメ ータは、 その範囲内のすべてのインターフェ イスに対する属性になり ま す。

VLAN については、 既存の  VLAN ス イッ チ仮想インターフェ イス （SVI） でだけ interface 
range コマン ドを使用するこ と ができま す。 VLAN の  SVI を表示する場合は、 show 
running-config 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。 表示さ れない VLAN は、 interface range コ
マン ドで使用するこ と はできません。 interface range コマン ドのも と で入力したコマン ドは、
こ の範囲のすべての既存の  VLAN SVI に適用さ れま す。

あるインターフェ イス範囲に対して行われた設定変更は、 すべて  NVRAM に保存さ れま すが、
インターフェ イス範囲自体は NVRAM に保存さ れません。

インターフェ イス範囲は 2 つの方法で入力できま す。

• 大 5 つまでの インターフェ イス範囲を指定。

• 定義済みのインターフェ イス範囲マク ロ設定を指定。

範囲内のすべてのインターフェ イスは同じタ イプ、 つま り 、 すべてがフ ァスト  イーサネッ ト  
ポート 、 すべてがギガビッ ト  イーサネッ ト  ポート 、 すべてが EtherChannel ポート 、 またはす
べてが VLAN のいずれかでなければなり ません。 ただし、 各範囲をカンマ （,） で区切るこ と
により 、 1 つのコマン ドで 大 5 つのインターフェ イス範囲を定義できま す。

port-range ポート 範囲。 port-range の有効値のリ スト については、 「Usage Guidelines」
を参照してく ださ い。

macro name マク ロ名を指定しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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port-range  タ イプおよびインターフェ イスの有効値は次のと おり です。

• vlan vlan-ID ： こ こ で、 VLAN ID の範囲は 1 ～ 4094 です。

（注） 複数の  VLAN を設定するオプショ ンがコマン ド ラ イン インターフェ イス （CLI） に
表示さ れま すが、 サポート さ れて いません。

• fastethernet module/{first port} - {last port} （module は常に 0）

• gigabitethernet module/{first port} - {last port} （module は常に 0）

物理インターフェ イス

– stack member は、 スタッ ク内のス イッ チ識別に使用する番号です。 番号に指定でき る
範囲は 1 ～ 4 で、 スタッ ク  メ ンバの 初の初期化の際に、 ス イッ チに割り 当てら れ
ま す。

（注） スタッ ク構成をサポート して いるのは、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 
2960-S ス イッ チだけです。

– モジュールは常に 0 です。

– 使用可能範囲は、 type stack member/0/number - number です （例 ： gigabitethernet1/0/1 - 
2）。

• port-channel port-channel-number - port-channel-number：port-channel-number は 1 ～ 6 です。

（注） ポート  チャ ネルの  interface range コマン ドを使用した場合、 範囲内の 初と 後の
ポート  チャ ネル番号はアク ティ ブなポート  チャ ネルである必要があり ま す。

範囲を定義すると きは、 初の入力と ハイフン （-） の間にスペースが必要です。

interface range gigabitethernet1/0/1 -2

範囲を複数定義すると き でも 、 初のエント リ と カンマ （,） の間にスペースを入れる必要があ
り ま す。

interface range fastethernet1/0/1 - 2, gigabitethernet1/0/1 - 2

同じコマン ドでマク ロと インターフェ イス範囲の両方を指定するこ と はできません。

また、 port-range で単一インターフェ イスを指定するこ と も できま す。 つま り こ のコマン ドは、
interface interface-id グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドに類似して いま す。

インターフェ イス範囲の設定の詳細については、 こ のリ リ ースに対応するソ フト ウェア コ ン
フィ ギュレーショ ン ガイ ドを参照してく ださ い。

例 次の例では、 interface range コマン ドを使用して、 インターフェ イス範囲コ ンフィ ギュレー
ショ ン モードを開始し、 2 つのポート にコマン ドを入力する方法を示しま す。

Switch(config)# interface range gigabitethernet1/0/1 - 2

次の例では、 同じ機能に対して  1 つのポート 範囲マク ロ  macro1 を使用する方法を示しま す。
こ の利点は、 macro1 を削除するまで再利用でき るこ と です。

Switch(config)# define interface-range macro1 gigabitethernet1/0/1 - 2
Switch(config)# interface range macro macro1
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Switch(config-if-range)#

関連コマンド コマンド 説明

define interface-range インターフェ イス範囲のマク ロを作成しま す。

show running-config ス イッ チで現在の動作設定情報を表示しま す。
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interface vlan
VLAN へのアク セスまたは作成を実行し、 インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン モード
を開始するには、 interface vlan グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。
VLAN を削除する場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

interface vlan vlan-id

no interface vlan vlan-id

構文の説明

デフォルト デフォ ルト の VLAN インターフェ イスは VLAN 1 です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン VLAN は、 特定の  VLAN に対して  interface vlan vlan-id コマン ドを初めて入力した場合に作成
さ れま す。 vlan-id は、 IEEE 802.1Q カプセル化ト ランクのデータ  フレー ムに関連付けら れた  
VLAN タ グ、 またはアク セス  ポート に設定さ れた  VLAN ID に相当しま す。

no interface vlan vlan-id コマン ドで VLAN を削除すると 、 削除さ れた インターフェ イスはそれ
以降 show interfaces 特権 EXEC コマン ドの出力に表示さ れなく なり ま す。

（注） VLAN 1 インターフェ イスを削除するこ と はできません。

削除した  VLAN は、 削除した インターフェ イスに対して  interface vlan vlan-id コマン ドを入力
するこ と で、 元に戻すこ と ができま す。 インターフェ イスはバッ ク アッ プと なり ま すが、 それ
までの設定は削除さ れま す。

例 次の例では、 VLAN ID 23 の新し い VLAN を作成し、 インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ
ン モードを開始する方法を示しま す。

Switch(config)# interface vlan 23
Switch(config-if)#

設定を確認するには、 show interfaces および show interfaces vlan vlan-id 特権 EXEC コマン ドを
入力しま す。

関連コマンド

vlan-id VLAN 番号。 指定でき る範囲は 1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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interface vlan
コマンド 説明

show interfaces vlan vlan-id すべてのインターフェ イスまたは指定の  VLAN の管理ス
テータス および動作ステータスを表示しま す。
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ip access-group
レ イヤ 2 またはレ イヤ 3 インターフェ イスへのアク セスを制御するには、 ip access-group イン
ターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 インターフェ イスから すべて
または指定のアク セス  グループを削除するには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

ip access-group {access-list-number | name} {in | out}

no ip access-group [access-list-number | name] {in | out}

構文の説明

デフォルト アク セス  リ スト は、 インターフェ イスには適用さ れません。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 名前付きまたは番号付きの標準 / 拡張 IP アク セス  リ スト を インターフェ イスに適用できま す。
名前を付けて アク セス  リ スト を定義するには、 ip access-list グローバル コ ンフィ ギュレーショ
ン コマン ドを使用しま す。 番号付き アク セス  リ スト を定義するには、 access list グローバル コ
ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。1 ～ 99 および 1300 ～ 1999 の範囲の番号付き標
準アク セス  リ スト 、または 100 ～ 199 および 2000 ～ 2699 の範囲の番号付き拡張アク セス  リ ス
ト を使用できま す。

こ のコマン ドを使用し、 アク セス  リ スト をレ イヤ 2 またはレ イヤ 3 （SVI） の インターフェ イ
スに適用できま す。 ただし、 次のよ うな制限事項に注意してく ださ い。

• ACL は受信方向のレ イヤ 2 ポート にだけ適用できま す。

• SNMP、 Telnet、 Web ト ラフィ ッ ク などの CPU 向けのパケッ ト をフィ ルタ するためには、
ACL は受信または発信 VLAN インターフェ イスに適用できま す。 VLAN インターフェ イス
に適用さ れる IPv4 ACL は、 ネッ ト ワーク内の特定のホスト 、 または特定のアプリ ケーショ
ン （SNMP、 Telnet、 SSH など） に対して アク セスを制限するこ と によって、 ス イッ チ管理
セキュ リ ティ を提供しま す。 VLAN インターフェ イスに接続さ れた  ACL は、 VLAN 上のパ
ケッ ト のハード ウェア ス イッ チングには影響しません。

access-list-number IP アク セス  コ ント ロール リ スト （ACL） の番号です。 指定でき る範
囲は、 1 ～ 199 または 1300 ～ 2699 です。

name ip access-list グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドで指定さ
れた  IP ACL 名です。

in 入力パケッ ト に対するフィ ルタ リ ングを指定しま す。

out 発信パケッ ト に対するフィ ルタ リ ングを指定しま す。 こ のキーワー
ドは、 VLAN インターフェ イス上でのみ有効です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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ip access-group
（注） LAN Lite イメ ージを実行して いるス イッ チでは、 ACL を  VLAN インターフェ イス
にのみ適用でき、 物理インターフェ イスには適用できません。

• VLAN のメ ンバであるポート に ACL を適用すると 、 そのポート の  ACL は VLAN インター
フェ イスに適用さ れた  ACL より も優先さ れま す。 ポート  ACL は、 VLAN インターフェ イ
ス  ACL より 優先さ れま す。

• インターフェ イス ごと に 1 つの  IP ACL と  1 つの  MAC ACL だけを適用できま す。

• Port ACL はロギングをサポート して いないため、 IP ACL で log キーワードを指定しても無
視さ れま す。

• インターフェ イスに適用さ れた  IP ACL は、 IP パケッ ト のみをフィ ルタにかけま す。  非 IP 
パケッ ト をフィ ルタ リ ングするには、 MAC 拡張 ACL と と も に mac access-group インター
フェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。

同じス イッ チ上のレ イヤ 3 SVI インターフェ イスにルータの  ACL を使用したり 、レ イヤ 2 イン
ターフェ イスに入力ポート  ACL インターフェ イスを使用したり できま す。 ただし、 ポート  
ACL はルータ  ACL より も優先さ れま す。

• 入力ルータの  ACL および入力ポート の ACL が SVI に存在して いる場合、ポート の  ACL が
適用さ れたポート 上で受信さ れた着信パケッ ト には、 ポート  ACL のフィ ルタが適用さ れま
す。 他のポート で受信した着信の ルーティ ング IP パケッ ト には、 ルータ  ACL のフィ ルタ
が適用さ れま す。 他のパケッ ト はフィ ルタ リ ングさ れません。

• 出力ルータの  ACL および入力ポート の ACL が SVI に存在して いる場合、ポート の  ACL が
適用さ れたポート 上で受信さ れた着信パケッ ト には、 ポート  ACL のフィ ルタが適用さ れま
す。 発信するルーティ ング IP パケッ ト には、 ルータ  ACL のフィ ルタが適用さ れま す。 他
のパケッ ト はフィ ルタ リ ングさ れません。

IP の  ACL は、 送信側または受信側のレ イヤ 3 インターフェ イス両方に適用できま す （SVI の
み）。

レ イヤ 3 の インターフェ イスでは、 IP の  ACL を各方向に 1 つ適用できま す。

標準入力アク セス  リ スト では、 ス イッ チは、 パケッ ト を受信すると 、 パケッ ト の送信元アドレ
スを アク セス  リ スト に比較して検査しま す。 IP 拡張アク セス  リ スト では、 任意で、 宛先 IP 
アドレス、 プロト コ ル タ イプ、 ポート 番号などのパケッ ト 内の他のフィ ールドを検査するこ と
ができま す。 アク セス  リ スト がパケッ ト を許可する場合に、 ス イッ チはパケッ ト の処理を続行
しま す。 アク セス  リ スト がパケッ ト を拒否する場合は、 ス イッ チはそのパケッ ト を ドロッ プし
ま す。

指定したアク セス  リ スト が存在し ない場合は、 すべてのパケッ ト が通過しま す。

例 次の例では、 ポート の入力パケッ ト に IP アク セス  リ スト  101 を適用する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
Switch(config-if)# ip access-group 101 in

次に、 ポート にアク セス  リ スト  3 を適用して、 CPU に発信さ れるパケッ ト をフィ ルタ リ ングす
る例を示しま す。

Switch(config)# interface vlan 1
Switch(config-if)# ip access-group 3 in

show ip interface、 show access-lists、または show ip access-lists 特権 EXEC コマン ドを入力する
こ と により 、 設定を確認できま す。
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ip access-group
関連コマンド コマンド 説明

access list 番号付き  ACL を設定しま す。

ip access-list 名前付き  ACL を設定しま す。

show access-lists ス イッ チで設定さ れた  ACL を表示しま す。

show ip access-lists ス イッ チで設定さ れた  IP ACL を表示しま す。

show ip interface インターフェ イスのステータスと 設定に関する情報を表示し
ま す。
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ip address
レ イヤ 2 ス イッ チの  IP アドレスを設定するには、 ip address インターフェ イス  コ ンフィ ギュ
レーショ ン コマン ドを使用しま す。 IP アドレスを削除したり 、 IP 処理をディ セーブルにした
り するには、 こ のコマン ドの no 形式を使用しま す。

ip address ip-address subnet-mask [secondary]

no ip address [ip-address subnet-mask] [secondary]

構文の説明

デフォルト IP アドレスは定義さ れて いません。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン Telnet のセッ ショ ンで、 ス イッ チの  IP アドレスを削除した場合、 ス イッ チの接続が切断さ れ
ま す。

ホスト は、 インターネッ ト 制御メ ッ セージ プロト コ ル （ICMP） Mask Request メ ッ セージを使
用して、 サブネッ ト  マスクを判別できま す。 ルータは、 こ の要求に対して  ICMP Mask Reply 
メ ッ セージで応答しま す。

no ip address コマン ドを使って  IP アドレスを削除するこ と で、特定の インターフェ イス上の  IP 
プロセスをディ セーブルにできま す。 ス イッ チが、 その  IP アドレスの うちの  1 つを使用して い
る他のホスト を検出した場合、 コ ンソールにエラー メ ッ セージを送信しま す。

オプショ ンで secondary キーワードを使用するこ と で、 セカンダリ  アドレスの番号を無制限に
指定するこ と ができま す。 システ ムがセカンダリ の送信元アドレスの ルーティ ングの更新以外
にデータ グラ ムを生成し ないと いうこ と を除けば、 セカンダリ  アドレスはプラ イマリ  アドレ
スのよ うに処理さ れま す。 IP ブロードキャ スト と  ARP 要求は、 IP ルーティ ング テーブル内の
インターフェ イス  ルート と 同様に、 適切に処理さ れま す。

（注） ネッ ト ワーク  セグメ ント 上のすべての ルータがセカンダリ のアドレスを使用した場合、 同一の
セグメ ント 上にある他のデバイスも 、 同一のネッ ト ワークまたはサブネッ ト からセカンダリ  ア
ドレスを使用し なければなり ません。 ネッ ト ワーク  セグメ ント 上のセカンダリ  アドレスの使
用に矛盾があると 、 ただちにルーティ ング ループが引き起こ さ れる可能性があり ま す。

ip-address IP アドレス。

subnet-mask 関連する IP サブネッ ト のマスク。

secondary （任意） 設定さ れたアドレスをセカンダリ  IP アドレスに指定しま す。
このキーワードが省略さ れた場合、 設定さ れたアドレスはプラ イマリ  
IP アドレスになり ま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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ス イッ チが、 Bootstrap Protocol （BOOTP） または DHCP サーバから  IP アドレスを受信し、 そ
のス イッ チ IP アドレスを  no ip address コマン ドで削除した場合、 IP 処理はディ セーブルと な
り 、 BOOTP サーバまたは DHCP サーバが再びアドレスを割り 当て るこ と はできません。

例 次の例では、 サブネッ ト  ネッ ト ワーク でレ イヤ 2 ス イッ チの  IP アドレスを設定する方法を示
しま す。

Switch(config)# interface vlan 1
Switch(config-if)# ip address 172.20.128.2 255.255.255.0

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show running-config ス イッ チの実行コ ンフィ ギュレーショ ンを表示しま す。
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ip admission
Web 認証を イネーブルにするには、 ip admission インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コ
マン ドを使用しま す。 こ のコマン ドは、 fallback-profile モードでも使用できま す。 Web 認証を
ディ セーブルにするには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

ip admission rule

no ip admission

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ip admission コマン ドにより 、 ス イッ チ ポート に Web 認証ルールが適用さ れま す。

例 次の例では、 ス イッ チ ポート に Web 認証ルールを適用する方法を示しま す。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# ip admission rule1

次の例では、 IEEE 802.1x 対応のス イッ チ ポート で使用するフォールバッ ク  プロフ ァイ ルに 
Web 認証ルールを適用する方法を示しま す。

Switch# configure terminal
Switch(config)# fallback profile profile1
Switch(config)# ip admission name rule1
Switch(config)# end

関連コマンド

rule IP アドミ ッ ショ ン ルールを インターフェ イスに適用しま す。

リ リース 変更内容

12.2(35)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

dot1x fallback IEEE 802.1x 認証をサポート し ないク ラ イアント 用のフォールバッ ク
方式と して  Web 認証を使用するよ うポート を設定しま す。

fallback profile ポート で Web 認証を イネーブルにしま す。
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ip admission name 
proxy http

ス イッ チで Web 認証を グローバルにイネーブルにしま す。

show ip admission NAC のキャッ シュ さ れたエント リ または NAC 設定についての情報を
表示しま す。

詳細については、 Cisco.com で 『Network Admission Control Software 
Configuration Guide』 を参照してく ださ い。

コマンド 説明
2-212
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リ フ ァレ ンス

OL- 29499-01-J

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_configuration_guide09186a00805764fd.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_configuration_guide09186a00805764fd.html


 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
ip admission name proxy http
ip admission name proxy http 
Web 認証を イネーブルにするには、ip admission name proxy http グローバル コ ンフィ ギュレー
ショ ン コマン ドを使用しま す。 Web 認証をディ セーブルにするには、 このコマン ドの  no 形式
を使用しま す。

ip admission name proxy http

no ip admission name proxy http

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト Web 認証はディ セーブルです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ip admission name proxy http コマン ドにより 、 Web 認証がス イッ チ上でグローバルにイネーブ
ルになり ま す。

ス イッ チで Web 認証を グローバルにイネーブルにしてから、 ip access-group in および ip 
admission web-rule インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 特定のイ
ンターフェ イスで Web 認証を イネーブルにしま す。

例 次の例では、 ス イッ チ ポート で Web 認証だけを設定する方法を示しま す。

Switch# configure terminal
Switch(config) ip admission name http-rule proxy http 
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# ip access-group 101 in
Switch(config-if)# ip admission rule
Switch(config-if)# end

次の例では、 ス イッ チ ポート でのフォールバッ ク  メ カニズ ムと して、 Web 認証と と も に IEEE 
802.1x 認証を設定する方法を示しま す。

Switch# configure terminal
Switch(config)# ip admission name rule2 proxy http 
Switch(config)# fallback profile profile1
Switch(config)# ip access group 101 in
Switch(config)# ip admission name rule2

リ リース 変更内容

12.2(35)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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ip admission name proxy http
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# dot1x port-control auto
Switch(config-if)# dot1x fallback profile1
Switch(config-if)# end

関連コマンド コマンド 説明

dot1x fallback IEEE 802.1x 認証をサポート し ないク ラ イアント 用のフォールバッ ク
方式と して  Web 認証を使用するよ うポート を設定しま す。

fallback profile Web 認証のフォールバッ ク  プロフ ァイ ルを作成しま す。

ip admission ポート で Web 認証を イネーブルにしま す。

show ip admission NAC のキャッ シュ さ れたエント リ または NAC 設定についての情報を
表示しま す。 詳細については、 Cisco.com で 『Network Admission 
Control Software Configuration Guide』 を参照してく ださ い。
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ip arp inspection filter vlan
ダイナミ ッ ク  アドレス解決プロト コ ル （ARP） 検査がイネーブルの場合に、 スタティ ッ ク  IP 
アドレスが設定さ れたホスト からの  ARP 要求および応答を許可または拒否するには、 ip arp 
inspection filter vlan グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト
設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

ip arp inspection filter arp-acl-name vlan vlan-range [static]

no ip arp inspection filter arp-acl-name vlan vlan-range [static]

構文の説明

デフォルト VLAN には、 定義さ れた  ARP ACL が適用さ れて いません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ARP ACL を  VLAN に適用してダイナミ ッ ク  ARP インスペクショ ンを行 う場合は、 IP/MAC バ
インディ ングを含む ARP パケッ ト だけが ACL と 比較さ れま す。 ACL がパケッ ト を許可する
と 、 ス イッ チがパケッ ト を転送しま す。 それ以外のすべてのパケッ ト  タ イプは、 検証さ れず
に、 入力 VLAN 内でブリ ッ ジングさ れま す。

ス イッ チが ACL 内の明示的な拒否ステート メ ント によってパケッ ト を拒否すると 、 パケッ ト
が ドロッ プさ れま す。 ス イッ チが暗黙の拒否ステート メ ント によってパケッ ト を拒否すると 、
パケッ ト は DHCP バインディ ングのリ スト と 照合さ れま す。 ただし、 ACL がスタティ ッ ク （パ
ケッ ト がバインディ ングと 比較さ れない） である場合を除きま す。

ARP ACL を定義、 または定義済みのリ スト の末尾に句を追加するには、 arp access-list 
acl-name グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。

arp-acl-name ARP アク セス  コ ント ロール リ スト （ACL） の名前

vlan-range VLAN の番号または範囲。

VLAN ID 番号で識別さ れた  1 つの  VLAN、 それぞれを ハイフンで区
切った  VLAN 範囲、 またはカンマで区切った一連の  VLAN を指定で
きま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 4094 です。

static （任意） static を指定すると 、 ARP ACL 内の暗黙的な拒否が明示的な
拒否と 見なさ れ、 それ以前に指定さ れた  ACL 句に一致し ないパケッ
ト は廃棄さ れま す。 DHCP バインディ ングは使用さ れません。

このキーワードを指定し ない場合は、 ACL 内にはパケッ ト を拒否す
る明示的な拒否が存在し ないこ と になり ま す。 この場合は、 ACL 句
に一致し ないパケッ ト を許可するか拒否するかは、 DHCP バインディ
ングによって決定さ れま す。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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ip arp inspection filter vlan
例 次の例では、 ダイナミ ッ ク  ARP インスペクショ ン用に ARP ACL static-hosts を  VLAN 1 に適用
する方法を示しま す。

Switch(config)# ip arp inspection filter static-hosts vlan 1

設定を確認するには、 show ip arp inspection vlan 1 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

arp access-list ARP ACL を定義しま す。

deny （ARP アク セス  
リ スト  コ ンフィ ギュ
レーショ ン）

DHCP バインディ ングと の照合に基づいて  ARP パケッ ト を拒否しま
す。

permit （ARP アク セ
ス  リ スト  コ ンフィ
ギュレーショ ン）

DHCP バインディ ングと の一致に基づいて  ARP パケッ ト を許可しま
す。

show arp access-list ARP アク セス  リ スト に関する詳細を表示しま す。

show inventory vlan 
vlan-range

指定さ れた  VLAN のダイナミ ッ ク  ARP インスペクショ ンの設定およ
び動作ステート を表示しま す。
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ip arp inspection limit
インターフェ イス上の着信アドレス解決プロト コ ル （ARP） 要求および応答のレート を制限す
るには、 ip arp inspection limit インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま
す。 DoS 攻撃が発生した場合にダイナミ ッ ク  ARP インスペクショ ンによってス イッ チ リ ソー
スのすべてが消費さ れないよ うにしま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形
式を使用しま す。

ip arp inspection limit {rate pps [burst interval seconds] | none}

no ip arp inspection limit 

構文の説明

デフォルト 1 秒間に 15 台の新規ホスト に接続するホスト が配置さ れたス イッ チド  ネッ ト ワークの場合、信
頼でき ないインターフェ イスのレート は 15 pps に設定さ れま す。

信頼でき るすべてのインターフェ イスでは、 レート 制限は行われません。

バースト  インターバルは 1 秒です。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン レート は、 信頼でき るインターフェ イス および信頼でき ないインターフェ イスの両方に適用さ
れま す。 複数のダイナミ ッ ク  ARP インスペクショ ン対応 VLAN でパケッ ト を処理するよ うに
ト ランク に適切なレート を設定するか、 none キーワードを使用してレート を無制限にしま す。

ス イッ チが、 設定さ れて いるレート を超えるレート のパケッ ト を、 バースト の秒数を超える連
続する秒数受信すると 、 インターフェ イスが errdisable ステート になり ま す。

インターフェ イス上のレート 制限を明示的に設定し ない限り 、 インターフェ イスの信頼状態を
変更するこ と は、 レート 制限を信頼状態のデフォ ルト 値に変更するこ と になり ま す。 レート 制
限を設定すると 、 信頼状態が変更さ れた場合でも インターフェ イスはレート 制限を保ちま す。
no ip arp inspection limit インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力すると 、イ
ンターフェ イスはデフォ ルト のレート 制限に戻り ま す。

ト ランク  ポート は、 集約が反映さ れるよ うに、 より 大き いレート に設定する必要があり ま す。
着信パケッ ト のレート が、 ユーザが定義したレート を超えると 、 ス イッ チはインターフェ イス
を  errdisable ステート にしま す。 errdisable 回復機能は、 回復の設定に従ってポート を  errdisable 
ステート から自動的に移行させま す。

rate pps 1 秒間に処理さ れる着信パケッ ト 数の上限を指定しま す。 範囲は、
0 ～ 2048 pps です。

burst interval seconds （任意） インターフェ イスで高速 ARP パケッ ト を モニタ リ ングする
インターバルを秒単位で指定しま す。 範囲は 1 ～ 15 秒です。

none 処理可能な着信 ARP パケッ ト のレート に上限を指定しません。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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EtherChannel ポート の着信 ARP パケッ ト のレート は、 すべてのチャ ネル メ ンバの着信 ARP パ
ケッ ト  レート の合計と 同じです。 EtherChannel ポート のレート 制限は、 必ずすべてのチャ ネル 
メ ンバの着信 ARP パケッ ト のレート を調べてから設定してく ださ い。

例 次の例では、 ポート 上の着信 ARP 要求のレート を  25 pps に制限し、 インターフェ イスのモニ
タ リ ング インターバルを  5 秒間に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# ip arp inspection limit rate 25 burst interval 5

設定を確認するには、 show ip arp inspection interfaces interface-id 特権 EXEC コマン ドを入力
しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show inventory 
interfaces 

指定さ れた インターフェ イスまたはすべての インターフェ イスの  ARP 
パケッ ト の信頼状態およびレート 制限を表示しま す。
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ip arp inspection log-buffer
ダイナミ ッ ク  アドレス解決プロト コ ル （ARP） 検査のロギング バッ フ ァを設定するには、 ip 
arp inspection log-buffer グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。デフォ ル
ト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

ip arp inspection log-buffer {entries number | logs number interval seconds}

no ip arp inspection log-buffer {entries | logs}

構文の説明

デフォルト ダイナミ ッ ク  ARP がイネーブル化さ れると 、 拒否またはドロッ プさ れた  ARP パケッ ト が記録
さ れま す。

ロ グ エント リ 数は、 32 です。

システ ム メ ッ セージ数は、 毎秒 5 つに制限さ れま す。

ロギングレート  インターバルは、 1 秒です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 0 の値は、 logs および interval キーワードの両方で許可さ れて いません。

logs および interval の設定は、相互に作用しま す。 logs number X が interval seconds Y より 大き
い場合、 X 割る Y （X/Y） のシステ ム メ ッ セージが毎秒送信さ れま す。 そ うでない場合、 1 つ
のシステ ム メ ッ セージが Y 割る X （Y/X） 秒ごと に送信さ れま す。 たと えば、 logs number が 
20 で、 interval seconds が 4 の場合、 ス イッ チはロ グ バッ フ ァにエント リ がある間、 5 エント リ
のシステ ム メ ッ セージを毎秒生成しま す。

ロ グ バッ フ ァ エント リ は、 複数のパケッ ト を表すこ と ができま す。 たと えば、 インターフェ
イスが同一の  VLAN 上のパケッ ト を同一の  ARP パラメ ータで多数受信すると 、 ス イッ チは、
ロ グ バッ フ ァ内の 1 つのエント リ と してパケッ ト を結合し、 1 つのエント リ と してシステ ム 
メ ッ セージを生成しま す。

entries number バッ フ ァに記録さ れるエント リ 数。 指定でき る範囲は 0 ～ 1024 です。

logs number 
interval seconds

システ ム メ ッ セージを生成するために、 指定さ れた間隔で必要なエント
リ 数。

logs number に指定でき る範囲は 0 ～ 1024 です。値 0 は、 エント リ はロ グ 
バッ フ ァ内に入力さ れま すが、 システ ム メ ッ セージが生成さ れないこ と
を意味しま す。

指定でき る interval seconds の範囲は 0 ～ 86400 秒 （1 日） です。 0 は、 シ
ステ ム メ ッ セージがただちに生成さ れるこ と を意味しま す。 この場合、
ロ グ バッ フ ァは常に空と なり ま す。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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ロ グ バッ フ ァがオーバーフローする場合は、 ロ グ イベント がロ グ バッ フ ァに収ま らないこ と
を意味しており 、 show ip arp inspection log 特権 EXEC コマン ドの出力が影響を受けま す。 パ
ケッ ト 数および時間以外のすべてのデータの代わり に -- が表示さ れま す。 こ のエント リ に対し
ては、 その他の統計情報は表示さ れません。 出力にこ のよ うなエント リ が表示さ れる場合、 ロ
グ バッ フ ァ内のエント リ 数を増やすか、 ロギング レート を増やしま す。

例 次の例では、 大 45 のエント リ を保持でき るよ うにロギング バッ フ ァを設定する方法を示し
ま す。

Switch(config)# ip arp inspection log-buffer entries 45

次の例では、 ロギング レート を  4 秒あたり  20 のロ グ エント リ に設定する方法を示しま す。 こ
の設定では、 ス イッ チはロ グ バッ フ ァにエント リ がある間、 5 エント リ のシステ ム メ ッ セージ
を毎秒生成しま す。

Switch(config)# ip arp inspection log-buffer logs 20 interval 4

設定を確認するには、 show ip arp inspection log 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

arp access-list ARP アク セス  コ ント ロール リ スト （ACL） を定義しま す。

clear ip arp inspection log ダイナミ ッ ク  ARP インスペクショ ン ロ グ バッ フ ァをク リ ア
しま す。

ip arp inspection vlan logging VLAN 単位で記録するパケッ ト のタ イプを制御しま す。

show inventory log ダイナミ ッ ク  ARP インスペクショ ン ロ グ バッ フ ァの設定と
内容を表示しま す。
2-220
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リ フ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
ip arp inspection trust
ip arp inspection trust
検査対象の着信アドレス解決プロト コ ル （ARP） パケッ ト を決定する信頼状態を、 インター
フェ イスに設定するには、 ip arp inspection trust インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コ
マン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

ip arp inspection trust 

no ip arp inspection trust

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト インターフェ イスは、 信頼でき ない状態です。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ス イッ チは、 信頼でき るインターフェ イス上で受信した  ARP パケッ ト を確認せず、 単純にパ
ケッ ト を転送しま す。

信頼でき ないインターフェ イスでは、 ス イッ チはすべての  ARP 要求と 応答を代行受信しま す。
ルータは、代行受信さ れたパケッ ト が有効な IP-to-MAC アドレス  バインディ ングを持つこ と を
確認してから、 ローカ ル キャッ シュを更新するか、 適切な宛先にパケッ ト を転送しま す。 ス
イッ チは、 無効なパケッ ト を ドロッ プし、 ip arp inspection vlan logging グローバル コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドで指定さ れたロギング設定に従ってロ グ バッ フ ァに記録しま す。

例 次の例では、 ポート を信頼でき る状態に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# ip arp inspection trust 

設定を確認するには、 show ip arp inspection interfaces interface-id 特権 EXEC コマン ドを入力
しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

ip arp inspection 
log-buffer

ダイナミ ッ ク  ARP インスペクショ ン ロギング バッ フ ァを設定しま す。

show inventory 
interfaces

指定さ れた インターフェ イスまたはすべてのインターフェ イスの  ARP 
パケッ ト の信頼状態およびレート 制限を表示しま す。

show inventory log ダイナミ ッ ク  ARP インスペクショ ン ロ グ バッ フ ァの設定と 内容を表示
しま す。
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ip arp inspection validate
ダイナミ ッ ク  アドレス解決プロト コ ル （ARP） 検査の特定のチェッ クを実行するには、 ip arp 
inspection validate グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設
定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

ip arp inspection validate {[src-mac] [dst-mac] [ip [allow zeros]]}

no ip arp inspection validate [src-mac] [dst-mac] [ip [allow zeros]]

構文の説明

デフォルト 検査は実行さ れません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 少なく と も  1 つのキーワードを指定する必要があり ま す。 コマン ドを実行するたびに、 その前
のコマン ドの設定は上書き さ れま す。 つま り 、 コマン ドが src-mac および dst-mac の検証を イ
ネーブルにし、 別のコマン ドが IP 検証だけを イネーブルにすると 、 2 番めのコマン ドによって  
src-mac および dst-mac の検証がディ セーブルになり ま す。

allow-zeros キーワードは、 次の方法でアク セス  コ ント ロール リ スト （ACL） と 連動しま す。

• ARP ACL が ARP プローブを拒否するよ うに設定さ れて いる場合は、allow-zero キーワード
が指定さ れて いても 、 ARP プローブはドロッ プさ れま す。

src-mac イーサネッ ト  ヘッ ダー内の送信元 MAC アドレスと 、 ARP 本体内の送信側 
MAC アドレスを比較しま す。 こ の検査は、 ARP 要求および ARP 応答の両方
に対して実行さ れま す。

イネーブルにすると 、 異なる MAC アドレスを持つパケッ ト は無効パケッ ト と
して分類さ れ、 廃棄さ れま す。

dst-mac イーサネッ ト  ヘッ ダー内の宛先 MAC アドレスと 、 ARP 本体内のターゲッ ト  
MAC アドレスを比較しま す。 こ の検査は、 ARP 応答に対して実行さ れま す。

イネーブルにすると 、 異なる MAC アドレスを持つパケッ ト は無効パケッ ト と
して分類さ れ、 廃棄さ れま す。

ip ARP 本体内で、 無効な予期し ない IP アドレスを比較しま す。 アドレスには 
0.0.0.0、 255.255.255.255、 およびすべての  IP マ ルチキャ スト  アドレスが含ま
れま す。

送信側 IP アドレスは、 すべての ARP 要求および応答と 比較さ れま す。 ター
ゲッ ト  IP アドレスは ARP 応答でだけチェッ ク さ れま す。

allow-zeros 送信側アドレスが 0.0.0.0 （ARP プローブ） である ARP が拒否さ れないよ う
に、 IP 検証テスト を変更しま す。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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ip arp inspection validate
• ARP プローブを明確に許可する ARP ACL を設定し、 ip arp inspection validate ip コマン ド
を設定する場合、 allow-zeros キーワードを入力し ない限り 、 ARP プローブはドロッ プさ れ
ま す。

こ のコマン ドの  no 形式を使用すると 、 指定さ れたチェッ ク だけがディ セーブルになり ま す。
どのオプショ ンも イネーブルにし ない場合は、 すべてのチェッ ク がディ セーブルになり ま す。

例 次の例では、 送信元 MAC の検証を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# ip arp inspection validate src-mac 

設定を確認するには、show ip arp inspection vlan vlan-range 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show inventory vlan 
vlan-range

指定さ れた  VLAN のダイナミ ッ ク  ARP インスペクショ ンの設定およ
び動作ステート を表示しま す。
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ip arp inspection vlan
ip arp inspection vlan
VLAN 単位で、 ダイナミ ッ ク  アドレス解決プロト コ ル （ARP） 検査を イネーブルにするには、
ip arp inspection vlan グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト
設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

ip arp inspection vlan vlan-range

no ip arp inspection vlan vlan-range

構文の説明

デフォルト すべての  VLAN で ARP インスペクショ ンはディ セーブルです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ダイナミ ッ ク  ARP インスペクショ ンを イネーブルにする VLAN を指定する必要があり ま す。

ダイナミ ッ ク  ARP インスペクショ ンは、 アク セス  ポート 、 ト ランク  ポート 、 EtherChannel 
ポート およびプラ イベート  VLAN ポート でサポート さ れま す。

例 次の例では、 VLAN 1 でダイナミ ッ ク  ARP インスペクショ ンを イネーブルにする方法を示しま
す。

Switch(config)# ip arp inspection vlan 1

設定を確認するには、show ip arp inspection vlan vlan-range 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

vlan-range VLAN の番号または範囲。

VLAN ID 番号で識別さ れた  1 つの  VLAN、 それぞれを ハイフンで区
切った  VLAN 範囲、 またはカンマで区切った一連の  VLAN を指定で
きま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

arp access-list ARP アク セス  コ ント ロール リ スト （ACL） を定義しま す。

show inventory vlan 
vlan-range

指定さ れた  VLAN のダイナミ ッ ク  ARP インスペクショ ンの設定およ
び動作ステート を表示しま す。
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ip arp inspection vlan logging
ip arp inspection vlan logging
VLAN 単位でロギングさ れるパケッ ト のタ イプを制御するには、 ip arp inspection vlan logging 
グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 こ のロギング制御をディ セーブ
ルにするには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

ip arp inspection vlan vlan-range logging {acl-match {matchlog | none} | dhcp-bindings {all | 
none | permit} | arp-probe} 

no ip arp inspection vlan vlan-range logging {acl-match | dhcp-bindings | arp-probe}

構文の説明

デフォルト 拒否またはドロッ プさ れたパケッ ト は、 すべて記録さ れま す。 ARP プローブ パケッ ト は記録
さ れません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

vlan-range ロギングに対して設定さ れた  VLAN を指定しま す。

VLAN ID 番号で識別さ れた  1 つの  VLAN、 それぞれを ハイフンで区切った  
VLAN 範囲、 またはカンマで区切った一連の VLAN を指定できま す。 指定
でき る範囲は 1 ～ 4094 です。

acl-match 
{matchlog | 
none}

アク セス  コ ント ロール リ スト （ACL） と の一致に基づいたパケッ ト のロギ
ングを指定しま す。

キーワードの意味は次のと おり です。

• matchlog ： アク セス  コ ント ロール エント リ （ACE） に指定さ れたロギ
ング設定に基づいてパケッ ト を記録しま す。 このコマン ドに matchlog 
キーワード、 permit または deny ARP アク セス  リ スト  コ ンフィ ギュ
レーショ ン コマン ドに log キーワードを指定すると 、 ACL によって許
可または拒否さ れたアドレス解決プロト コ ル （ARP） パケッ ト が記録さ
れま す。

• none ： ACL に一致するパケッ ト を記録しません。

dhcp-bindings 
{permit | all | 
none}

Dynamic Host Configuration Protocol （DHCP） バインディ ングと の一致に基づ
いたパケッ ト のロギングを指定しま す。

キーワードの意味は次のと おり です。

• all ： DHCP バインディ ングに一致するすべてのパケッ ト を記録しま す。

• none ： DHCP バインディ ングに一致するパケッ ト を記録しません。

• permit ： DHCP バインディ ングに許可さ れたパケッ ト を記録しま す。

arp-probe 具体的に許可さ れたパケッ ト が ARP プローブである場合に、 パケッ ト のロ
ギングを指定しま す。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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使用上のガイド ライン logged の用語は、 エント リ がロ グ バッ フ ァに置かれ、 システ ム メ ッ セージが生成さ れるこ と
を意味しま す。

acl-match キーワードと  dhcp-bindings キーワードは連携して いま す。 ACL の一致を設定する
と 、 DHCP バインディ ングの設定はディ セーブルになり ません。 ロギング基準をデフォ ルト に
リ セッ ト するには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。 いずれのオプショ ンも指定し ない
場合は、 ARP パケッ ト が拒否さ れたと き に、 すべてのロギング タ イプが記録さ れるよ うにリ
セッ ト さ れま す。 使用でき るオプショ ンは、 次の  2 つです。

• acl-match ： 拒否さ れたパケッ ト が記録さ れるよ うに、 ACL と の一致に関するロギングがリ
セッ ト さ れま す。

• dhcp-bindings ： 拒否さ れたパケッ ト が記録さ れるよ うに、 DHCP バインディ ングと の一致
に関するロギングがリ セッ ト さ れま す。

acl-match キーワードと  dhcp-bindings キーワードのどちらも指定さ れないと 、 拒否さ れたすべ
てのパケッ ト が記録さ れま す。

ACL の末尾にある暗黙の拒否には、 log キーワードが含ま れません。 つま り 、 ip arp inspection 
filter vlan グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドで static キーワードを使用した場合、
ACL は DHCP バインディ ングを上書き しま す。 ARP ACL の末尾で明示的に deny ip any mac 
any log ACE を指定し ない限り 、 拒否さ れた一部のパケッ ト が記録さ れない場合があり ま す。

例 次の例では、 ACL 内の  permit コマン ドと 一致するパケッ ト を記録するよ うに、 VLAN 1 の  
ARP インスペクショ ンを設定する方法を示しま す。

Switch(config)# arp access-list test1
Switch(config-arp-nacl)# permit request ip any mac any log
Switch(config-arp-nacl)# permit response ip any any mac any any log
Switch(config-arp-nacl)# exit
Switch(config)# ip arp inspection vlan 1 logging acl-match matchlog 

設定を確認するには、show ip arp inspection vlan vlan-range 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

arp access-list ARP ACL を定義しま す。

clear ip arp inspection log ダイナミ ッ ク  ARP インスペクショ ン ロ グ バッ フ ァをク リ アし
ま す。

ip arp inspection log-buffer ダイナミ ッ ク  ARP インスペクショ ン ロギング バッ フ ァを設定
しま す。

show inventory log ダイナミ ッ ク  ARP インスペクショ ン ロ グ バッ フ ァの設定と 内
容を表示しま す。

show inventory vlan 
vlan-range

指定さ れた  VLAN のダイナミ ッ ク  ARP インスペクショ ンの設
定および動作ステート を表示しま す。
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ip device tracking probe
ip device tracking probe
アドレス解決プロト コ ル （ARP） プローブの  IP デバイス  ト ラッ キング テーブルを設定するに
は、 ip device tracking probe グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 ARP 
プローブをディ セーブルにするには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

ip device tracking probe {count | interval | use-svi}

no ip device tracking probe {count | interval | use-svi}

構文の説明

コマンド  デフォ ルト カ ウント 番号は 3 です。

30 秒間隔です。

ARP プローブのデフォ ルト  ソース  IP アドレスはレ イヤ 3 インターフェ イスで、 ス イッ チ ポー
ト では 0.0.0.0 です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ス イッ チが ARP プローブを送信する回数を設定するには、 count キーワード  オプショ ンを使用
しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 255 です。

ス イッ チが応答を待ち、 ARP プローブを再送信するまでの秒数を設定するには、 interval キー
ワード  オプショ ンを使用しま す。 指定でき る範囲は 30 ～ 1814400 秒です。

ス イッ チ ポート のデフォ ルト  ソース  IP アドレス  0.0.0.0 が使用さ れ、ARP プローブが ドロッ プ
する場合に、 IP デバイス  ト ラッ キング テーブルが SVI IP アドレスを  ARP プローブに使用する
よ うに設定するには、 use-svi キーワード  オプショ ンを使用しま す。

IP デバイス  ト ラッ キング テーブル内のエント リ に関する情報を表示するには、 show ip device 
tracking all コマン ドを使用しま す。 こ のコマン ドの詳細については、 『Cisco IOS Security 
Command Reference, Release 12.4T』 を参照してく ださ い。

例 次の例では、 SVI を  ARP プローブのソースと して設定する方法を示しま す。

count number ス イッ チが ARP プローブを送信する回数を設定しま す。 指定でき る
範囲は 1 ～ 255 です。

interval seconds ス イッ チが応答を待ち、 ARP プローブを再送信するまでの秒数を設
定しま す。 指定でき る範囲は 30 ～ 1814400 秒です。

use-svi ス イッ チ仮想インターフェ イス （SVI） IP アドレスを  ARP プローブ
のソースと して使用しま す。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(55)SE use-svi キーワードが追加さ れま した。
2-227
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
ip device tracking probe
Switch(config)# ip device tracking probe use-svi
Switch(config)#

関連コマンド コマンド 説明

show ip device 
tracking all

IP デバイス  ト ラッ キング テーブル内のエント リ に関する情報を表示
しま す。
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ip device tracking
ip device tracking
IP デバイス  ト ラッ キングを イネーブルにするには、 ip device tracking グローバル コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 こ の機能をディ セーブルにするには、 このコマン ドの  
no 形式を使用しま す。

ip device tracking

no ip device tracking

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  デフォ ルト IP デバイス  ト ラッ キングはディ セーブルです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン IP デバイス  ト ラッ キングがイネーブルの場合、 IP デバイス  ト ラッ キング プローブの間隔と カ
ウント を設定し、ip device tracking probe コマン ドを使用して  ARP プローブ アドレスを設定で
きま す。

IP デバイス  ト ラッ キング テーブル内のエント リ に関する情報を表示するには、 show ip device 
tracking all コマン ドを使用しま す。 こ のコマン ドの詳細については、 『Cisco IOS Security 
Command Reference, Release 12.4T』 を参照してく ださ い。

例 次の例では、 デバイス  ト ラッ キングを イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# ip device tracking
Switch(config)#

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

ip device tracking probe ARP プローブの  IP デバイス  ト ラッ キング テーブルを設定
しま す。

show ip device tracking all IP デバイス  ト ラッ キング テーブル内のエント リ に関する情
報を表示しま す。
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ip dhcp snooping
ip dhcp snooping
DHCP スヌーピングを グローバルにイネーブルにするには、 ip dhcp snooping グローバル コ ン
フィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 
形式を使用しま す。

ip dhcp snooping

no ip dhcp snooping

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト DHCP スヌーピングは、 ディ セーブルです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン DHCP スヌーピング設定を有効にするには、 DHCP スヌーピングを グローバルにイネーブルに
する必要があり ま す。

ip dhcp snooping vlan vlan-id グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して  VLAN 上
でスヌーピングを イネーブルにするまで DHCP スヌーピングはアク ティ ブになり ません。

例 次の例では、 DHCP スヌーピングを イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# ip dhcp snooping

設定を確認するには、 show ip dhcp snooping ユーザ EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

ip dhcp snooping vlan VLAN 上で DHCP スヌーピングを イネーブルにしま す。

show ip igmp snooping DHCP スヌーピング設定を表示しま す。

show ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング バインディ ング情報を表示しま す。
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ip dhcp snooping binding
ip dhcp snooping binding
DHCP スヌーピング バインディ ング データベースを設定して、 バインディ ング エント リ を
データベースに追加するには、 ip dhcp snooping binding 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。
バインディ ング データベースからエント リ を削除するには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用し
ま す。

ip dhcp snooping binding mac-address vlan vlan-id ip-address interface interface-id expiry 
seconds 

no ip dhcp snooping binding mac-address vlan vlan-id ip-address interface interface-id

構文の説明

デフォルト デフォ ルト のデータベースは定義さ れて いません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 ス イッ チをテスト またはデバッ グすると き に使用しま す。

DHCP スヌーピング バインディ ング データベースでは、 各データベース  エント リ （別名、 バ
インディ ング） には、 IP アドレス、 関連付けら れた  MAC アドレス、 リ ース時間 （16 進数）、
バインディ ングが適用さ れるインターフェ イス、 およびインターフェ イスが所属する VLAN が
含ま れま す。 データベースには、 8192 のバインディ ングを含め るこ と ができま す。

設定さ れたバインディ ングだけを表示するには、 show ip dhcp snooping binding 特権 EXEC コ
マン ドを使用しま す。

例 次の例では、 VLAN 1 のポート に、有効期限が 1000 秒の  DHCP バインディ ング設定を生成する
方法を示しま す。

Switch# ip dhcp snooping binding 0001.1234.1234 vlan 1 172.20.50.5 interface 
gigabitethernet1/0/1 expiry 1000

設定を確認するには、 how ip dhcp snooping binding 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

mac-address MAC アドレスを指定しま す。

vlan vlan-id VLAN 番号を指定しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 4094 です。

ip-address IP アドレスを指定しま す。

interface interface-id バインディ ング エント リ を追加または削除するインターフェ イスを
指定しま す。

expiry seconds バインディ ング エント リ が無効になるまでの インターバル （秒） を
指定しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 4294967295 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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ip dhcp snooping binding
関連コマンド コマンド 説明

ip dhcp snooping VLAN 上で DHCP スヌーピングを イネーブルにしま す。

show ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング バインディ ング データベース内の動的
に設定さ れたバインディ ングおよび設定情報を表示しま す。

show ip source binding DHCP スヌーピング バインディ ング データベース内の動的
および静的に設定さ れたバインディ ングを表示しま す。
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ip dhcp snooping database
DHCP スヌーピング バインディ ング データベース  エージェント を設定するには、 ip dhcp 
snooping database グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 エージェント
のディ セーブル化、 タ イ ムアウト 値のリ セッ ト 、 または書き込み遅延値のリ セッ ト を行 うに
は、 こ のコマン ドの no 形式を使用しま す。

ip dhcp snooping database {{flash[number]:/filename | ftp://user:password@host/filename | 
http://[[username:password]@]{hostname | host-ip}[/directory]/image-name.tar | 
rcp://user@host/filename | tftp://host/filename} | timeout seconds | write-delay seconds}

no ip dhcp snooping database [timeout | write-delay]

構文の説明

デフォルト データベース  エージェント またはバインディ ング フ ァイ ルの  URL は、 定義さ れて いません。

タ イ ムアウト 値は、 300 秒 （5 分） です。

書き込み遅延値は、 300 秒 （5 分） です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン 

flash[number]:/filename データベース  エージェント またはバインディ ング フ ァイ
ルがフ ラッ シュ  メ モリ にあるこ と を指定しま す。

（任意） スタッ ク  マスターのスタッ ク  メ ンバ番号を指定
するには、 number パラメ ータを使用しま す。 number に指
定でき る範囲は 1 ～ 4 です。

（注） スタッ ク構成がサポート さ れて いるのは、 Catalyst 
2960-S ス イッ チだけです。

ftp://user:password@host/filename データベース  エージェント またはバインディ ング フ ァイ
ルが FTP サーバにあるこ と を指定しま す。

http://[[username:password]@]
{hostname | host-ip}[/directory]
/image-name.tar

データベース  エージェント またはバインディ ング フ ァイ
ルが FTP サーバにあるこ と を指定しま す。

rcp://user@host/filename データベース  エージェント またはバインディ ング フ ァイ
ルがリ モート  コ ピー プロト コ ル （RCP） サーバにあるこ
と を指定しま す。

tftp://host/filename データベース  エージェント またはバインディ ング フ ァイ
ルが TFTP サーバにあるこ と を指定しま す。

timeout seconds データベース転送プロセスを打ち切るまでの時間 （秒）
を指定しま す。

デフォ ルト は 300 秒です。指定でき る範囲は 0 ～ 86400 で
す。 無期限の期間を定義するには、 0 を使用しま す。 こ れ
は転送を無期限に試行するこ と を意味しま す。

write-delay seconds バインディ ング データベースが変更さ れた後に、 転送を
遅らせる期間 （秒） を指定しま す。 デフォ ルト 値は 300 
秒です。 指定でき る範囲は 15 ～ 86400 です。
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ip dhcp snooping database
コマンド 履歴

使用上のガイド ライン DHCP スヌーピング バインディ ング データベースには、 8192 のバインディ ングを含め るこ と
ができま す。

データベース内のリ ース時間を正確な時間にするには、 ネッ ト ワーク  タ イ ム プロト コ ル
（NTP） を イネーブルにし、 次の機能を設定するこ と を強く 推奨しま す。

• NTP 認証

• NTP ピアおよびサーバ アソ シエーショ ン

• NTP ブロードキャ スト  サービス

• NTP アク セス制限

• NTP パケッ ト 送信元 IP アドレス

NTP が設定さ れて いる場合、 ス イッ チのシステ ム ク ロッ ク が NTP と 同期化さ れたと き にだけ、
ス イッ チがバインディ ングの変更内容をバインディ ング フ ァイ ルに書き込みま す。

NVRAM と フ ラッ シュ  メ モリ の両方のスト レージ容量には限り があるため、 バインディ ング 
フ ァイ ルを  TFTP サーバ上に保存するこ と を推奨しま す。 ス イッ チがネッ ト ワークベースの  
URL （TFTP や FTP など） の設定済み URL 内のバインディ ング フ ァイ ルにバインディ ングを書
き込む前に、 こ の  URL に空のフ ァイ ルを作成しておく 必要があり ま す。

DHCP スヌーピング バインディ ング データベースをスタッ ク  マスター NVRAM に保存するに
は、 ip dhcp snooping database flash[number]:/filename コマン ドを使用しま す。 データベース
は、 スタッ ク  メ ンバ NVRAM に保存さ れません。

ip dhcp snooping database timeout コマン ドに 0 秒を設定し、 データベースを  TFTP フ ァイ ル
に書き込んでいると き に、 TFTP サーバがダウンした場合、 データベース  エージェント は転送
を無期限に続けよ うと しま す。 こ の転送が進行中の間、 他の転送は開始さ れません。 サーバが
ダウンして いる場合、 フ ァイ ルを書き込むこ と ができ ないため、 こ れはあま り 重要ではあり ま
せん。

エージェント をディ セーブルにするには、no ip dhcp snooping database コマン ドを使用しま す。

タ イ ムアウト 値を リ セッ ト するには、 no ip dhcp snooping database timeout コマン ドを使用し
ま す。

書き込み遅延値を リ セッ ト するには、 no ip dhcp snooping database write-delay コマン ドを使用
しま す。

例 次の例では、 IP アドレス  10.1.1.1 の  directory と いう名前のディ レク ト リ 内にバインディ ング 
フ ァイ ルを保存する方法を示しま す。 TFTP サーバに file と いう名前のフ ァイ ルが存在し なけれ
ばなり ません。

Switch(config)# ip dhcp snooping database tftp://10.1.1.1/directory/file

次の例では、 スタッ ク  マスター NVRAM に file01.txt と いうバインディ ング フ ァイ ルを保存す
る方法を示しま す。

Switch(config)# ip dhcp snooping database flash:file01.txt

設定を確認するには、 show ip dhcp snooping database 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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ip dhcp snooping database
関連コマンド コマンド 説明

ip dhcp snooping VLAN 上で DHCP スヌーピングを イネーブルにしま す。

ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング バインディ ング データベースを設定し
ま す。

show ip dhcp snooping database DHCP スヌーピング データベース  エージェント のステータ
スを表示しま す。
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ip dhcp snooping information option
DHCP オプショ ン 82 データ挿入を イネーブルにするには、ip dhcp snooping information option 
グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 DHCP オプショ ン 82 データ挿入
をディ セーブルにするには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

ip dhcp snooping information option

no ip dhcp snooping information option

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト DHCP オプショ ン 82 データは挿入さ れま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン DHCP スヌーピング設定を有効にするには、 ip dhcp snooping グローバル コ ンフィ ギュレー
ショ ン コマン ドを使用して  DHCP スヌーピングを グローバルにイネーブルにする必要があり
ま す。

オプショ ン 82 機能がイネーブルの場合、 ス イッ チがホスト からの  DHCP 要求を受信すると 、
オプショ ン 82 情報がパケッ ト に追加さ れま す。 オプショ ン 82 情報には、 ス イッ チ MAC アド
レス （リ モート  ID サブオプショ ン）、 およびパケッ ト が受信さ れた  vlan-mod-port （回線 ID サ
ブオプショ ン） のポート  ID が含ま れま す。 ス イッ チは、 Option 82 フィ ールドを含む DHCP 要
求を  DHCP サーバに転送しま す。

DHCP サーバがパケッ ト を受信する場合、 リ モート  ID、 回線 ID、 または両方を使用して  IP ア
ドレスを割り 当て ると と も に、単一のリ モート  ID または回線 ID に割り 当て るこ と ができ る IP 
アドレス数の制限などのポリ シーを適用するこ と ができま す。 次に DHCP サーバは、 DHCP 応
答内にオプショ ン 82 フィ ールドを エコーしま す。

ス イッ チによって要求がサーバにリ レーさ れた場合、 DHCP サーバは応答をス イッ チにユニ
キャ スト しま す。 ク ラ イアント と サーバが同じサブネッ ト 上にある場合は、 サーバはこ の応答
をブロードキャ スト しま す。 ス イッ チは、 リ モート  ID または回線 ID フィ ールドを検査し、 オ
プショ ン 82 データが 初から挿入さ れて いたかを確認しま す。 ス イッ チは、 オプショ ン 82 
フィ ールドを削除し、 DHCP 要求を送信した  DHCP ホスト に接続するス イッ チ ポート にパケッ
ト を転送しま す。

例 次に、 DHCP Option 82 データ挿入を イネーブルにする例を示しま す。

Switch(config)# ip dhcp snooping information option

設定を確認するには、 show ip dhcp snooping ユーザ EXEC コマン ドを入力しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX こ のコマン ドが追加さ れま した。 
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ip dhcp snooping information option
関連コマンド コマンド 説明

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピング設定を表示しま す。

show ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング バインディ ング情報を表示しま す。
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ip dhcp snooping information option allow-untrusted
エッ ジ ス イッ チに接続さ れて いる信頼でき ないポート で受信するか、 オプショ ン 82 情報を持
つ DHCP パケッ ト を受け入れるよ うにアグリ ゲーショ ン ス イッ チを設定するには、 アグリ ゲー
ショ ン ス イッ チで ip dhcp snooping information option allow-untrusted グローバル コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式
を使用しま す。

ip dhcp snooping information option allow-untrusted 

no ip dhcp snooping information option allow-untrusted

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト ス イッ チは、 エッ ジ ス イッ チに接続さ れて いる信頼でき ないポート で受信する、 オプショ ン 
82 情報を持つ DHCP パケッ ト を ドロッ プしま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ホスト に接続さ れたエッ ジ ス イッ チが、 ネッ ト ワークのエッ ジで DHCP オプショ ン 82 情報を
挿入するよ うに設定したい場合があり ま す。 また集約ス イッ チでは、 DHCP スヌーピング、 IP 
ソース  ガード、 またはダイナミ ッ ク  アドレス解決プロト コ ル （ARP） インスペクショ ンなど
の  DHCP セキュ リ ティ 機能を イネーブルにするこ と も できま す。 ただし、 アグリ ゲーショ ン ス
イッ チで DHCP スヌーピングを イネーブルにすると 、 ス イッ チは信頼でき ないポート で受信さ
れたオプショ ン 82 情報を持つパケッ ト を ドロッ プし、 信頼でき るインターフェ イスに接続さ
れたデバイスの  DHCP スヌーピング バインディ ングを学習しません。

ホスト に接続さ れたエッ ジ ス イッ チがオプショ ン 82 情報を挿入する場合に、 アグリ ゲーショ
ン ス イッ チで DHCP スヌーピングを使用するには、 アグリ ゲーショ ン ス イッ チで ip dhcp 
snooping information option allow-untrusted コマン ドを入力しま す。 アグリ ゲーショ ン ス イッ
チは信頼でき ないポート で DHCP スヌーピング パケッ ト を受信しま すが、ホスト のバインディ
ングを学習できま す。 アグリ ゲーショ ン ス イッ チで DHCP セキュ リ ティ 機能を イネーブルにす
るこ と も可能です。 アグリ ゲーショ ン ス イッ チが接続さ れて いるエッ ジ ス イッ チ上のポート
は、 信頼でき るポート と して設定する必要があり ま す。

（注） 信頼でき ないデバイスが接続さ れたアグリ ゲーショ ン ス イッ チに ip dhcp snooping information 
option allow-untrusted コマン ドを入力し ないでく ださ い。 こ のコマン ドを入力すると 、 信頼で
き ないデバイスがオプショ ン 82 情報をスプーフィ ングする可能性があり ま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX こ のコマン ドが追加さ れま した。 
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例 次の例では、 アク セス  ス イッ チが、 エッ ジ ス イッ チからの信頼でき ないパケッ ト のオプショ
ン 82 情報を確認せずに、 パケッ ト を受け入れるよ うに設定する方法を示しま す。

Switch(config)# ip dhcp snooping information option allow-untrusted

設定を確認するには、 show ip dhcp snooping ユーザ EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピング設定を表示しま す。

show ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング バインディ ング情報を表示しま す。
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ip dhcp snooping limit rate
インターフェ イスが 1 秒あたり に受信するこ と のでき る DHCP メ ッ セージの数を設定するに
は、 ip dhcp snooping limit rate インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま
す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

ip dhcp snooping limit rate rate

no ip dhcp snooping limit rate

構文の説明

デフォルト DHCP スヌーピング レート 制限は、 ディ セーブルです。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 通常、 レート 制限は信頼でき ないインターフェ イスに適用さ れま す。 信頼でき るインターフェ
イスのレート 制限を設定する場合、 信頼でき るインターフェ イスはス イッ チ内の複数の  VLAN 
上 （一部はスヌーピングさ れない場合があり ま す） の  DHCP ト ラフィ ッ ク を集約するので、 イ
ンターフェ イス  レート 制限を高い値に調整する必要があるこ と に注意してく ださ い。

レート 制限を超えた場合、 インターフェ イスが errdisable になり ま す。 errdisable recovery 
dhcp-rate-limit グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力してエラー回復を イネーブ
ルにした場合、 インターフェ イスはすべての原因が時間切れになった際に動作を再試行しま
す。 エラー回復メ カニズ ムがイネーブルでない場合、 shutdown および no shutdown インター
フェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力するまでインターフェ イスは errdisable ス
テート のままです。

例 次の例は、 インターフェ イス上でメ ッ セージ レート 制限を  1 秒あたり  150 メ ッ セージに設定す
る方法を示しま す。

Switch(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 150

設定を確認するには、 show ip dhcp snooping ユーザ EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

rate インターフェ イスが 1 秒あたり に受信するこ と のでき る DHCP メ ッ セージ
の数。 指定でき る範囲は 1 ～ 2048 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

errdisable recovery 回復メ カニズ ムを設定しま す。

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピング設定を表示しま す。

show ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング バインディ ング情報を表示しま す。
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ip dhcp snooping trust
Dynamic Host Configuration Protocol （DHCP） スヌーピングのためにポート を信頼性があるもの
と して設定するには、 ip dhcp snooping trust インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン
ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

ip dhcp snooping trust

no ip dhcp snooping trust

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト DHCP スヌーピング信頼は、 ディ セーブルです。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン DHCP サーバ、 その他のス イッ チ、 またはルータに接続さ れたポート を信頼でき るポート と し
て設定しま す。 DHCP ク ラ イアント に接続さ れたポート を信頼でき ないポート と して設定しま
す。

例 次の例では、 ポート 上で DHCP スヌーピング信頼を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config-if)# ip dhcp snooping trust

設定を確認するには、 show ip dhcp snooping ユーザ EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピング設定を表示しま す。

show ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング バインディ ング情報を表示しま す。
2-241
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
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ip dhcp snooping verify
ス イッ チが、 信頼性のないポート 上で DHCP パケッ ト の送信元 MAC アドレスがク ラ イアント
のハード ウェア アドレスと 一致するこ と を確認するよ う設定するには、 ス イッ チ スタッ クま
たはスタ ン ドアロ ン ス イッ チ上で ip dhcp snooping verify グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン 
コマン ドを使用しま す。 ス イッ チが MAC アドレスを確認し ないよ うに設定するには、 このコ
マン ドの  no 形式を使用しま す。

ip dhcp snooping verify mac-address

no ip dhcp snooping verify mac-address

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト ス イッ チは、 パケッ ト のク ラ イアント  ハード ウェア アドレスと 一致する信頼さ れないポート
で受信した  DHCP パケッ ト の送信元 MAC アドレスを確認しま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン サービス  プロバイダー ネッ ト ワーク で、 ス イッ チが信頼でき ないポート の  DHCP ク ラ イアン
ト からパケッ ト を受信した場合、 ス イッ チは自動的に送信元 MAC アドレスと  DHCP ク ラ イ
アント  ハード ウェア アドレスが一致するかを確認しま す。 アドレスが一致する場合、 ス イッ
チはパケッ ト を転送しま す。 アドレスが一致し ない場合、 ス イッ チはパケッ ト を ドロッ プし
ま す。

例 次の例では、 MAC アドレス確認をディ セーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# no ip dhcp snooping verify mac-address

設定を確認するには、 show ip dhcp snooping ユーザ EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX こ のコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピング設定を表示しま す。
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ip dhcp snooping vlan
ip dhcp snooping vlan
VLAN 上で DHCP スヌーピングを イネーブルにするには、グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン 
モードで ip dhcp snooping vlan コマン ドで使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマ
ン ドの no 形式を使用しま す。

ip dhcp snooping vlan vlan-range

no ip dhcp snooping vlan vlan-range 

構文の説明

デフォルト すべての  VLAN 上で DHCP スヌーピングがディ セーブルです。

コマン ド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン VLAN 上で DHCP スヌーピングを イネーブルにする前に、まず ip dhcp snooping グローバル コ
ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力して、 DHCP スヌーピングを グローバルにイネーブルに
する必要があり ま す。

DHCP スヌーピングは、 信頼でき ないポート で受信した  DHCP パケッ ト を代行受信して検査
し、 パケッ ト を転送またはドロッ プしま す。

設定を確認するには、 show ip dhcp snooping ユーザ EXEC コマン ドを入力しま す。

例 次の例では、 DHCP スヌーピングを  VLAN 10 でイネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# ip dhcp snooping vlan 10

関連コマンド

vlan-range DHCP スヌーピングを イネーブルにする VLAN ID または VLAN 範囲を指定
しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 4094 です。

VLAN ID 番号によって特定さ れる単一の  VLAN ID、 それぞれをカンマで区
切った一連の  VLAN ID、 ハイフンを間に挿入した  VLAN ID の範囲、 または
先頭および末尾の  VLAN ID で区切ら れた  VLAN ID の範囲を入力するこ と
ができま す。 こ れらはスペースで区切り ま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

ip dhcp snooping DHCP スヌーピングを グローバルにイネーブルにしま す。

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピング設定を表示しま す。
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ip dhcp snooping vlan information option format-type circuit-id string
ip dhcp snooping vlan information option format-type circuit-id 
string

オプショ ン 82 回線 ID サブオプショ ンを設定するには、 ip dhcp snooping vlan information 
option format-type circuit-id string インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用
しま す。 デフォ ルト のサーキッ ト  ID サブオプショ ンを設定するには、 このコマン ドの  no 形式
を使用しま す。

ip dhcp snooping vlan vlan-id information option format-type circuit-id [override] string 
ASCII-string 

no ip dhcp snooping vlan vlan-id information option format-type circuit-id [override] string

構文の説明

デフォルト vlan-mod-port 形式のス イッ チ VLAN およびポート  ID は、 デフォ ルト のサーキッ ト  ID です。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン DHCP スヌーピング設定を有効にするには、 ip dhcp snooping グローバル コ ンフィ ギュレー
ショ ン コマン ドを使用して  DHCP スヌーピングを グローバルにイネーブルにする必要があり ま
す。

オプショ ン 82 機能がイネーブルの場合、 デフォ ルト のサーキッ ト  ID サブオプショ ンは、
vlan-mod-port 形式のス イッ チ VLAN およびポート  ID です。 このコマン ドを使用すると 、 サー
キッ ト  ID と なる ASCII 文字列を設定できま す。 vlan-mod-port フォーマッ ト  タ イプを無効に
し、 その代わり にサーキッ ト  ID を使用して、 加入者情報を定義する場合、 override キーワー
ドを使用しま す。

（注） ス イッ チ上で文字数の多いサーキッ ト  ID を設定する場合、 NVRAM またはフラッ シュ  メ モリ
に長い文字列が与える影響を考慮してく ださ い。 サーキッ ト  ID 設定がその他のデータと 組み
合わさ れた場合、 NVRAM またはフ ラッ シュ  メ モリ の容量を超えてしま い、 エラー メ ッ セージ
が表示さ れま す。

vlan vlan-id VLAN ID を指定しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 4094 で
す。

override （任意） 3 ～ 63 の  ASCII 文字 （スペースなし） を使用し
て、 上書き文字列を指定しま す。

stringASCII-string 3 ～ 63 の  ASCII 文字 （スペースなし） を使用して、 サー
キッ ト  ID を指定しま す。

リ リース 変更内容

12.2(52)SE こ のコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(52)SE override キーワードが追加さ れま した。
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例 次の例では、 オプショ ン 82 サーキッ ト  ID サブオプショ ンを設定する方法を示しま す。

Switch(config-if)# ip dhcp snooping vlan 250 information option format-type circuit-id 
string customerABC-250-0-0

次の例では、 オプショ ン 82 サーキッ ト  ID 上書き サブオプショ ンを設定する方法を示しま す。

Switch(config-if)# ip dhcp snooping vlan 250 information option format-type circuit-id 
override string testcustomer

設定を確認するには、 show ip dhcp snooping ユーザ EXEC コマン ドを入力しま す。

（注） リ モート  ID 設定を含むグローバル コマン ド出力だけを表示するには、 show ip dhcp snooping 
ユーザ EXEC コマン ドを使用しま す。 サーキッ ト  ID と して設定した インターフェ イス単位ま
たは VLAN 単位の文字列は表示さ れません。

関連コマンド コマンド 説明

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピング設定を表示しま す。
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ip igmp filter
ip igmp filter
インターフェ イスにインターネッ ト  グループ管理プロト コ ル （IGMP） を適用するこ と で、 レ
イヤ 2 インターフェ イス上のすべてのホスト が 1 つまたは複数の  IP マ ルチキャ スト  グループに
加入でき るかど うかを制御するには、 ip igmp filter インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン 
コマン ドを使用しま す。 インターフェ イスから指定さ れたプロフ ァイ ルを削除するには、 こ の
コマン ドの no 形式を使用しま す。

ip igmp filter profile number

no ip igmp filter 

構文の説明

デフォルト IGMP のフィ ルタは適用さ れて いません。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン IGMP フィ ルタはレ イヤ 2 の物理インターフェ イスのみに適用できま す。 EtherChannel グルー
プに属するポート に対して  IGMP フィ ルタを適用するこ と はできません。

IGMP のプロフ ァイ ルは 1 つまたは複数のポート  インターフェ イスに適用できま すが、 1 つの
ポート に対して  1 つのプロフ ァイ ルだけ適用できま す。

例 次の例では、 IGMP プロフ ァイ ル 22 をポート に適用する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet1//2
Switch(config-if)# ip igmp filter 22

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを使用して インターフェ イスを
指定しま す。

関連コマンド

profile number 適用する IGMP プロフ ァイ ル番号。 指定でき る範囲は 1 ～ 4294967295 で
す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

ip igmp profile 指定さ れた  IGMP プロフ ァイ ル番号を設定しま す。

show ip dhcp snooping 
statistics

指定さ れた  IGMP プロフ ァイ ルの特性を表示しま す。
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ip igmp filter
show running-config interface 
interface-id

ス イッ チの インターフェ イス上の実行コ ンフィ ギュレーショ
ンを （インターフェ イスに適用して いる IGMP プロフ ァイ ルが
ある場合はそれを含み） 表示しま す。

コマンド 説明
2-247
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
ip igmp max-groups
ip igmp max-groups
レ イヤ 2 インターフェ イスが加入可能なインターネッ ト  グループ管理プロト コ ル （IGMP） グ
ループの 大数を設定したり 、 転送テーブル内でエント リ が 大数に達する場合の  IGMP ス
ロッ ト リ ング動作を設定したり するには、 ス イッ チ スタッ クまたはスタ ン ドアロ ン ス イッ チ
上で ip igmp max-groups インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。

大数をデフォ ルト 値 （無制限） に戻すか、 デフォ ルト のスロッ ト リ ング アクショ ン （レポー
ト を ドロッ プ） に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

ip igmp max-groups {number | action {deny | replace}}

no ip igmp max-groups {number | action}

構文の説明

デフォルト デフォ ルト の 大グループ数は制限なしです。

インターフェ イス上に IGMP グループ エント リ の 大数があるこ と をス イッ チが学習した後
の、 デフォ ルト のスロッ ト リ ング アクショ ンでは、 インターフェ イスが受信する次の  IGMP レ
ポート を ドロッ プし、 インターフェ イスに IGMP グループのエント リ を追加しません。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 レ イヤ 2 物理インターフェ イス および論理 EtherChannel インターフェ イスで
だけ使用できま す。 EtherChannel グループに属するポート に対して  IGMP 大グループ数を設
定するこ と はできません。

IGMP スロッ ト リ ング アク ショ ンを設定する場合には、 次の注意事項に従ってく ださ い。

• スロッ ト リ ング アクショ ンを  deny と して設定して 大グループ制限を設定する場合、 以
前転送テーブルにあったエント リ は、 削除さ れませんが期限切れになり ま す。 こ れらのエ
ント リ の期限が切れた後で、 エント リ の 大数が転送テーブルにある場合は、 インター
フェ イス上で受信さ れた次の  IGMP レポート をス イッ チが ドロッ プしま す。

• スロッ ト リ ング アクショ ンを  replace と して設定して 大グループ制限を設定する場合、
以前転送テーブルにあったエント リ は削除さ れま す。 大数のエント リ が転送テーブルに
ある場合、 ス イッ チはランダ ムに選択したマ ルチキャ スト  エント リ を受信した  IGMP レ
ポート と 置き換えま す。

number インターフェ イスが参加でき る IGMP グループの 大数。 指定でき る範囲は 0 
～ 4294967294 です デフォ ルト 設定は無制限です。

action deny エント リ の 大数が IGMP スヌーピング転送テーブルにある場合は、 次の  
IGMP 加入レポート を ドロッ プしま す。 こ れがデフォ ルト のアク ショ ンになり
ま す。

action 
replace

大数のエント リ が IGMP スヌーピング転送テーブルにある場合、 IGMP レ
ポート を受信した既存のグループを新し いグループに置き換えま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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ip igmp max-groups
• 大グループ制限がデフォ ルト （制限なし） に設定さ れて いる場合、 ip igmp max-groups 
{deny | replace} コマン ドを入力しても無効です。

例 次の例では、 ポート が加入でき る IGMP グループ数を  25 に制限する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# ip igmp max-groups 25

次の例では、 大数のエント リ が転送テーブルにあると き に、 IGMP レポート を受信した既存
のグループを新し いグループと 置き換えるよ うに設定する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# ip igmp max-groups action replace

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを使用して インターフェ イスを
指定しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show running-config interface 
interface-id

インターフェ イスが参加でき る IGMP グループの 大数やス
ロッ ト リ ング アクショ ンなど、 ス イッ チの インターフェ イス
上で実行コ ンフィ ギュレーショ ンを表示しま す。
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ip igmp profile
ip igmp profile
インターネッ ト  グループ管理プロト コ ル （IGMP） プロフ ァイ ルを作成し、 IGMP プロフ ァイ
ル コ ンフィ ギュレーショ ン モードを開始するには、 ip igmp profile グローバル コ ンフィ ギュ
レーショ ン コマン ドを使用しま す。 こ のモードで、 ス イッ チ ポート からの IGMP メ ンバーシッ
プ レポート をフィ ルタ リ ングするための  IGMP プロフ ァイ ルの設定を指定できま す。 IGMP プ
ロフ ァイ ルを削除するには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

ip igmp profile profile number

no ip igmp profile profile number

構文の説明

デフォルト IGMP プロフ ァイ ルは定義さ れて いません。 設定さ れた場合、 デフォ ルト の  IGMP プロフ ァイ
ルと の一致機能は、 一致するアドレスを拒否する設定になり ま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン IGMP プロフ ァイ ル コ ンフィ ギュレーショ ン モードでは、 次のコマン ドを使用するこ と でプロ
フ ァイ ルを作成できま す。

• deny ： 一致するアドレスを拒否しま す （デフォ ルト 設定の状態）。

• exit ： IGMP プロフ ァイ ル コ ンフィ ギュレーショ ン モードを終了しま す。

• no ： コ マン ドを無効にする、 またはデフォ ルト にリ セッ ト しま す。

• permit ： 一致するアドレスを許可しま す。

• range ： プロフ ァイ ルに対する IP アドレスの範囲を指定しま す。 1 つの  IP アドレス、 また
はアドレスの 初と 後で範囲を指定するこ と も できま す。

範囲を入力する場合、低い方の  IP マ ルチキャ スト  アドレスを入力してからスペースを入力
し、 次に高い方の  IP マ ルチキャ スト  アドレスを入力しま す。

IGMP のプロフ ァイ ルを、 1 つまたは複数のレ イヤ 2 インターフェ イスに適用できま すが、各イ
ンターフェ イスに適用でき るプロフ ァイ ルは 1 つだけです。

例 次の例では、 IP マ ルチキャ スト  アドレスの範囲を指定した  IGMP プロフ ァイ ル 40 の設定方法
を示しま す。

Switch(config)# ip igmp profile 40
Switch(config-igmp-profile)# permit
Switch(config-igmp-profile)# range 233.1.1.1 233.255.255.255

profile number 設定する IGMP プロフ ァイ ル番号。 指定でき る範囲は 1 ～ 4294967295 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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設定を確認するには、 show ip igmp profile 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

ip igmp filter 指定の インターフェ イスに対し、 IGMP を適用しま す。

show ip dhcp snooping 
statistics

すべての  IGMP プロフ ァイ ルまたは指定の IGMP プロフ ァイ ル
番号の特性を表示しま す。
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ip igmp snooping
インターネッ ト  グループ管理プロト コ ル （IGMP） スヌーピングをス イッ チ上でグローバルに
イネーブル、 または VLAN ごと にイネーブルにするには、 ip igmp snooping グローバル コ ン
フィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 
形式を使用しま す。

ip igmp snooping [vlan vlan-id]

no ip igmp snooping [vlan vlan-id]

構文の説明

デフォルト ス イッ チ上で、 IGMP スヌーピングはグローバルにイネーブルです。

VLAN インターフェ イス上で、 IGMP スヌーピングはイネーブルです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン IGMP スヌーピングがグローバルにイネーブルである場合は、 すべての既存 VLAN インター
フェ イスでイネーブルになり ま す。 IGMP スヌーピングがグローバルにディ セーブルである場
合、 すべての既存 VLAN インターフェ イスで IGMP スヌーピングがディ セーブルになり ま す。

VLAN ID 1002 ～ 1005 は、 ト ーク ンリ ングおよび FDDI VLAN に予約さ れて いて、 IGMP ス
ヌーピングでは使用できません。

例 次の例では、 IGMP スヌーピングを グローバルにイネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# ip igmp snooping

次の例では、 IGMP スヌーピングを  VLAN 1 でイネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# ip igmp snooping vlan 1

設定を確認するには、 show ip igmp snooping 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

vlan vlan-id （任意） 指定さ れた  VLAN で IGMP スヌーピングを イネーブルにしま
す。 指定でき る範囲は 1 ～ 1001 または 1006 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

ip igmp snooping report-suppression IGMP レポート 抑制を イネーブルにしま す。

show ip dhcp snooping statistics スヌーピング設定を表示しま す。
2-252
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リ フ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
ip igmp snooping
show ip igmp snooping groups IGMP スヌーピング マ ルチキャ スト 情報を表示しま
す。

show ip igmp snooping mrouter IGMP スヌーピング ルータ  ポート を表示しま す。

show ip igmp snooping querier ス イッ チ上に設定さ れた  IGMP ク エリ アの設定および
動作情報を表示しま す。

コマンド 説明
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ip igmp snooping last-member-query-interval
インターネッ ト  グループ管理プロト コ ル （IGMP） の設定可能な Leave タ イマーを グローバル
にまたは VLAN ベース ごと にイネーブルにするには、 ip igmp snooping 
last-member-query-interval グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デ
フォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

ip igmp snooping [vlan vlan-id] last-member-query-interval time

no ip igmp snooping [vlan vlan-id] last-member-query-interval 

構文の説明 t

デフォルト デフォ ルト のタ イ ムアウト 設定は 1000 ミ リ 秒です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン IGMP スヌーピングがグローバルにイネーブルである場合は、 IGMP スヌーピングはすべての
既存 VLAN インターフェ イスでイネーブルになり ま す。 IGMP スヌーピングがグローバルに
ディ セーブルである場合は、 IGMP スヌーピングはすべての既存 VLAN インターフェ イスで
ディ セーブルになり ま す。

VLAN ID 1002 ～ 1005 は、 ト ーク ンリ ングおよび FDDI VLAN に予約さ れて いて、 IGMP ス
ヌーピングでは使用できません。

VLAN 上に Leave タ イマーを設定すると 、 グローバル設定を上書き しま す。

IGMP 設定可能な Leave タ イ ムは、IGMP バージョ ン 2 を実行するデバイスでだけサポート さ れ
ま す。

設定は、 NVRAM に保存さ れま す。

例 次の例では、 IGMP Leave タ イマーを  2000 ミ リ 秒でグローバルにイネーブルにする方法を示し
ま す。

Switch(config)# ip igmp snooping last-member-query-interval 2000

vlan vlan-id （任意） 指定さ れた  VLAN で IGMP スヌーピングおよび Leave タ イ
マーを イネーブルにしま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 1001 または 
1006 ～ 4094 です。

time 秒単位のタ イ ムアウト 間隔。 指定でき る範囲は 100 ～ 32768 ミ リ 秒
です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(46)SE time の範囲が 100 ～ 32768 に変更さ れま した。
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次の例では、 VLAN 1 上で IGMP Leave タ イマーを  3000 ミ リ 秒に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# ip igmp snooping vlan 1 last-member-query-interval 3000

設定を確認するには、 show ip igmp snooping 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

ip igmp snooping ス イッ チまたは VLAN の  IGMP スヌーピングを イ
ネーブルにしま す。

ip igmp snooping vlan immediate-leave IGMP 即時脱退処理を イネーブルにしま す。

ip igmp snooping vlan mrouter レ イヤ 2 ポート をマ ルチキャ スト  ルータ  ポート と
して設定しま す。

ip igmp snooping vlan static レ イヤ 2 ポート を グループのメ ンバと して設定し
ま す。

show ip igmp snooping IGMP スヌーピング設定を表示しま す。
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ip igmp snooping querier
レ イヤ 2 ネッ ト ワークの インターネッ ト  グループ管理プロト コ ル （IGMP） ク エリ ア機能を グ
ローバルにイネーブルにするには、 ip igmp snooping querier グローバル コ ンフィ ギュレーショ
ン コマン ドを使用しま す。 キーワードと と も にコマン ドを入力すると 、 VLAN インターフェ イ
スの  IGMP ク エリ ア機能を イネーブルにし、 設定できま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ の
コマン ドの no 形式を使用しま す。

ip igmp snooping querier [vlan vlan-id] [address ip-address | max-response-time response-time 
| query-interval interval-count | tcn query [count count | interval interval] | timer expiry | 
version version] 

no ip igmp snooping querier [vlan vlan-id] [address | max-response-time | query-interval | tcn 
query { count count | interval interval} | timer expiry | version] 

構文の説明

デフォルト IGMP スヌーピング ク エリ ア機能は、 ス イッ チでグローバルにイネーブルです。

イネーブルになって いる場合、 マ ルチキャ スト 対応デバイスから  IGMP ト ラフィ ッ クを検出す
ると 、 IGMP スヌーピング ク エリ アはディ セーブルになり ま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

vlan vlan-id （任意） 指定さ れた  VLAN で IGMP スヌーピングおよび IGMP ク エリ
ア機能を イネーブルにしま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 1001 または 
1006 ～ 4094 です。

address ip-address （任意） 送信元 IP アドレスを指定しま す。 IP アドレスを指定し ない場
合、 ク エリ アは IGMP ク エリ アに設定さ れたグローバル IP アドレス
を使用しま す。

max-response-time 
response-time

（任意） IGMP ク エリ ア レポート を待機する 長時間を設定しま す。 指
定でき る範囲は 1 ～ 25 秒です。

query-interval 
interval-count

（任意） IGMP ク エリ アの間隔を設定しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 
18000 秒です。

tcn query[count count 
| interval interval]

（任意） ト ポロジ変更通知 （TCN） に関連するパラメ ータを設定しま
す。 キーワードの意味は次のと おり です。

• count count ： TCN 時間間隔に実行さ れる TCN ク エリ ーの数を設
定しま す。 範囲は 1 ～ 10 です。

• interval interval ： TCN ク エリ ーの時間間隔を設定しま す。 範囲は 
1 ～ 255 です。

timer expiry （任意） IGMP ク エリ アが期限切れになる時間を設定しま す。 指定で
き る範囲は 60 ～ 300 秒です。

version version （任意） ク エリ ア機能が使用する IGMP バージョ ン番号を選択しま す。
選択でき る番号は 1 または 2 です。
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コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ク エリ アと も呼ばれる IGMP ク エリ ー メ ッ セージを送信するデバイスの  IGMP バージョ ンおよ
び IP アドレスを検出するために IGMP スヌーピングを イネーブルにするには、こ のコマン ドを
使用しま す。

デフォ ルト では、 IGMP スヌーピング ク エリ アは、 IGMP バージョ ン 2 （IGMPv2） を使用する
デバイスを検出するよ う設定さ れて いま すが、 IGMP バージョ ン 1 （IGMPv1） を使用して いる
ク ラ イアント は検出しません。 デバイスが IGMPv2 を使用して いる場合、 max-response-time 
値を手動で設定できま す。 デバイスが IGMPv1 を使用して いる場合は、 max-response-time を
設定できません （値を設定できず、 0 に設定さ れて いま す）。

IGMPv1 を実行している RFC に準拠していないデバイスは、 max-response-time 値と してゼロ以
外の値を持つ IGMP 一般ク エリ ー メ ッ セージを拒否するこ と があり ま す。 デバイスで IGMP 一般
ク エリ ー メ ッ セージを受け入れる場合、 IGMP スヌーピング ク エリ アが IGMPv1 を実行するよ う
に設定しま す。

VLAN ID 1002 ～ 1005 は、 ト ーク ンリ ングおよび FDDI VLAN に予約さ れて いて、 IGMP ス
ヌーピングでは使用できません。

例 次の例では、 IGMP スヌーピング ク エリ ア機能を グローバルにイネーブルにする方法を示し
ま す。

Switch(config)# ip igmp snooping querier

次の例では、 IGMP スヌーピング ク エリ アの 大応答時間を  25 秒に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# ip igmp snooping querier max-response-time 25

次の例では、 IGMP スヌーピング ク エリ アの時間間隔を  60 秒に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# ip igmp snooping querier query-interval 60

次の例では、 IGMP スヌーピング ク エリ アの  TCN ク エリ ー カ ウント を  25 に設定する方法を示
しま す。

Switch(config)# ip igmp snooping querier tcn count 25

次の例では、 IGMP スヌーピング ク エリ アのタ イ ムアウト を  60 秒に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# ip igmp snooping querier timeout expiry 60

次の例では、 IGMP スヌーピング ク エリ ア機能をバージョ ン 2 に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# ip igmp snooping querier version 2

設定を確認するには、 show ip igmp snooping 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

ip igmp snooping report-suppression IGMP レポート 抑制を イネーブルにしま す。

show ip igmp snooping IGMP スヌーピング設定を表示しま す。

show ip igmp snooping groups IGMP スヌーピング マルチキャスト 情報を表示しま す。

show ip igmp snooping mrouter IGMP スヌーピング ルータ  ポート を表示しま す。
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ip igmp snooping report-suppression
インターネッ ト  グループ管理プロト コ ル （IGMP） レポート 抑制を イネーブルにするには、 ip 
igmp snooping report-suppression グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。
IGMP レポート 抑制をディ セーブルにして、 すべての  IGMP レポート をマ ルチキャ スト  ルータ
へ転送するには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

ip igmp snooping report-suppression

no ip igmp snooping report-suppression

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト IGMP レポート 抑制はイネーブルです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン IGMP レポート 抑制は、 マ ルチキャ スト  ク エリ ーに IGMPv1 レポート と  IGMPv2 レポート があ
る場合にだけサポート さ れま す。 こ の機能は、 ク エリ ーに IGMPv3 レポート が含ま れて いる場
合はサポート さ れません。

ス イッ チは、 IGMP レポート 抑制を使用して、 1 つのマ ルチキャ スト  ルータ  ク エリ ーごと に 
IGMP レポート を  1 つだけマ ルチキャ スト  デバイスに転送しま す。 IGMP ルータ抑制がイネー
ブル （デフォ ルト ） である場合、 ス イッ チは 初の  IGMP レポート を グループのすべてのホス
ト から すべてのマ ルチキャ スト  ルータに送信しま す。 ス イッ チは、 グループの残り の  IGMP レ
ポート をマ ルチキャ スト  ルータに送信しません。 こ の機能により 、 マ ルチキャ スト  デバイス
にレポート が重複して送信さ れるこ と を防ぎま す。

マ ルチキャ スト  ルータ  ク エリ ーに IGMPv1 および IGMPv2 レポート に対する要求だけが含ま れ
て いる場合、 ス イッ チは 初の IGMPv1 レポート または IGMPv2 レポート だけを、 グループの
すべてのホスト から すべてのマ ルチキャ スト  ルータに送信しま す。 マ ルチキャ スト  ルータ  ク
エリ ーに IGMPv3 レポート の要求も含ま れる場合は、 ス イッ チはグループのすべての  IGMPv1、
IGMPv2、 および IGMPv3 レポート をマ ルチキャ スト  デバイスに転送しま す。

no ip igmp snooping report-suppression コマン ドを入力して  IGMP レポート 抑制をディ セーブル
にした場合、 すべての  IGMP レポート がすべてのマ ルチキャ スト  ルータに送信さ れま す。

例 次の例では、 レポート 抑制をディ セーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# no ip igmp snooping report-suppression

設定を確認するには、 show ip igmp snooping 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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関連コマンド コマンド 説明

ip igmp snooping ス イッ チまたは VLAN の  IGMP スヌーピングを イネーブルにし
ま す。

show ip igmp snooping ス イッ チまたは VLAN の  IGMP スヌーピング設定を表示しま す。
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ip igmp snooping tcn
ip igmp snooping tcn 
インターネッ ト  グループ管理プロト コ ル （IGMP） ト ポロジ変更通知 （TCN） の動作を設定す
るには、 ip igmp snooping tcn グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デ
フォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

ip igmp snooping tcn {flood query count count | query solicit}

no ip igmp snooping tcn {flood query count | query solicit}

構文の説明

デフォルト TCN フ ラッ ド  ク エリ ー カ ウント は 2 です。

TCN ク エリ ー要求はディ セーブルです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン TCN イベント 後にマ ルチキャ スト  ト ラフィ ッ ク がフ ラッ ディ ングする時間を制御するには、ip 
igmp snooping tcn flood query count グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま
す。 ip igmp snooping tcn flood query count コマン ドを使用して  TCN フ ラッ ド  ク エリ ー カ ウン
ト を  1 に設定した場合、 1 つの一般的ク エリ ーの受信後にフ ラッ ディ ングが停止しま す。 カ ウ
ント を  7 に設定すると 、 TCN イベント によ るマ ルチキャ スト  ト ラフィ ッ クのフ ラッ ディ ング
は、 7 つの一般的ク エリ ーを受信するまで継続しま す。 グループは、 TCN イベント 中に受信し
た一般的ク エリ ーに基づいて学習さ れま す。

スパニングツリ ー ルート かど うかにかかわらず、 グローバル Leave メ ッ セージを送信するよ う
にス イッ チを イネーブルにするには、 ip igmp snooping tcn query solicit グローバル コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 また、 こ のコマン ドは、 TCN イベント 中に発生した
フ ラッ ド  モードから回復するプロセスの速度を上げま す。

例 次の例では、マ ルチキャ スト  ト ラフィ ッ ク がフ ラッ ディ ングする IGMP の一般的ク エリ ー数を  
7 に指定する方法を示しま す。

Switch(config)# no ip igmp snooping tcn flood query count 7

設定を確認するには、 show ip igmp snooping 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

flood query count count マ ルチキャ スト  ト ラフィ ッ ク がフ ラッ ディ ングする IGMP の一般的
ク エリ ー数を指定しま す。 範囲は 1 ～ 10 です。

query solicit TCN イベント 中に発生したフ ラッ ド  モードから回復するプロセスの
速度を上げるために、 IGMP Leave メ ッ セージ （グローバル脱退） を
送信しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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ip igmp snooping tcn
関連コマンド コマンド 説明

ip igmp snooping ス イッ チまたは VLAN の  IGMP スヌーピングを イネーブルにし
ま す。

ip igmp snooping tcn flood インターフェ イスのフ ラッ ディ ングを  IGMP スヌーピング スパ
ニングツリ ー TCN 動作と して指定しま す。

show ip igmp snooping ス イッ チまたは VLAN の  IGMP スヌーピング設定を表示しま す。
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ip igmp snooping tcn flood
ip igmp snooping tcn flood 
マ ルチキャ スト  フ ラッ ディ ングを インターネッ ト  グループ管理プロト コ ル （IGMP） スヌーピ
ング スパニングツリ ー ト ポロジ変更通知 （TCN） の動作と して設定するには、 ip igmp 
snooping tcn flood インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 マ ルチ
キャ スト  フ ラッ ディ ングをディ セーブルにするには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

ip igmp snooping tcn flood

no ip igmp snooping tcn flood 

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト マ ルチキャ スト  フ ラッ ディ ングは、 スパニングツリ ー TCN のイベント 中、 インターフェ イス
上でイネーブルです。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ス イッ チが TCN を受信すると 、 2 つの一般的なク エリ ーが受信さ れるまで、 マ ルチキャ スト  ト
ラフィ ッ ク はすべてのポート に対してフ ラッ ディ ングしま す。 異なるマ ルチキャ スト  グループ
に加入して いる接続ホスト を持つポート がス イッ チに多数ある場合、 フ ラッ ディ ングがリ ンク
の容量を超過し、 パケッ ト 損失を招く こ と があり ま す。

ip igmp snooping tcn flood query count count グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使
用して、 フ ラッ ディ ング ク エリ ー カ ウント を変更できま す。

例 次の例では、 インターフェ イス上でマ ルチキャ スト  フ ラッ ディ ングをディ セーブルにする方法
を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# no ip igmp snooping tcn flood

設定を確認するには、 show ip igmp snooping 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

ip igmp snooping ス イッ チまたは VLAN の  IGMP スヌーピングを イネーブルにしま
す。

ip igmp snooping tcn ス イッ チで IGMP TCN 動作を設定しま す。

show ip igmp snooping ス イッ チまたは VLAN の  IGMP スヌーピング設定を表示しま す。
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ip igmp snooping vlan immediate-leave
ip igmp snooping vlan immediate-leave
VLAN ごと にインターネッ ト  グループ管理プロト コ ル （IGMP） スヌーピング即時脱退処理を
イネーブルにするには、ip igmp snooping immediate-leave グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン 
コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

ip igmp snooping vlan vlan-id immediate-leave 

no ip igmp snooping vlan vlan-id immediate-leave

構文の説明

デフォルト IGMP の即時脱退処理はディ セーブルです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン VLAN ID 1002 ～ 1005 は、 ト ーク ンリ ングおよび FDDI VLAN に予約さ れて いて、 IGMP ス
ヌーピングでは使用できません。

VLAN の各ポート 上で 1 つのレシーバの 大値が設定さ れて いる場合に限り 、 即時脱退処理の
機能を設定してく ださ い。 設定は、 NVRAM に保存さ れま す。

即時脱退機能をサポート するのは、 IGMP バージョ ン 2 が稼働して いるホスト だけです。

例 次の例では、 VLAN 1 で IGMP 即時脱退処理を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# ip igmp snooping vlan 1 immediate-leave

設定を確認するには、 show ip igmp snooping 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

vlan-id 指定さ れた  VLAN で IGMP スヌーピングおよび即時脱退機能を イネー
ブルにしま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 1001 または 1006 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

ip igmp snooping report-suppression IGMP レポート 抑制を イネーブルにしま す。

show ip igmp snooping スヌーピング設定を表示しま す。

show ip igmp snooping groups IGMP スヌーピング マ ルチキャ スト 情報を表示しま
す。

show ip igmp snooping mrouter IGMP スヌーピング ルータ  ポート を表示しま す。

show ip igmp snooping querier ス イッ チ上に設定さ れた  IGMP ク エリ アの設定および
動作情報を表示しま す。
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ip igmp snooping vlan mrouter
ip igmp snooping vlan mrouter
マ ルチキャ スト  ルータ  ポート を追加したり 、 マ ルチキャ スト 学習方式を設定したり するには、
ip igmp snooping mrouter グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ
ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

ip igmp snooping vlan vlan-id mrouter {interface interface-id | learn {cgmp | pim-dvmrp}}

no ip igmp snooping vlan vlan-id mrouter {interface interface-id | learn {cgmp | pim-dvmrp}} 

構文の説明

デフォルト デフォ ルト では、 マ ルチキャ スト  ルータ  ポート はあり ません。

デフォ ルト の学習方式は pim-dvmrp です。 IGMP ク エリ ーおよび PIM-DVMRP パケッ ト をス
ヌーピングしま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

vlan-id IGMP スヌーピングを イネーブルにして、 指定した  VLAN のポート
をマ ルチキャ スト  ルータ  ポート と して追加しま す。 指定でき る範囲
は 1 ～ 1001 または 1006 ～ 4094 です。

interface interface-id ネク スト ホッ プ インターフェ イスをマ ルチキャ スト  ルータに指定し
ま す。 キーワードの意味は次のと おり です。

• fastethernet interface number ： フ ァスト  イーサネッ ト  IEEE 802.3 
インターフェ イス

• gigabitethernet interface number ： ギガビッ ト  イーサネッ ト  IEEE 
802.3z インターフェ イス

• port-channel interface number ： チャ ネル インターフェ イス。 指定
でき る範囲は 0 ～ 6 です。

learn {cgmp | 
pim-dvmrp}

マ ルチキャ スト  ルータの学習方式を指定しま す。 キーワードの意味は
次のと おり です。

• cgmp ： Cisco Group Management Protocol （CGMP） パケッ ト での
スヌーピングにより ス イッ チがマ ルチキャ スト  ルータ  ポート を学
習するよ うに設定しま す。

• pim-dvmrp ： IGMP ク エリ ーおよび Protocol-Independent 
Multicast-Distance Vector Multicast Routing Protocol （PIM-DVMRP）
パケッ ト でのスヌーピングにより ス イッ チがマ ルチキャ スト  ルー
タ  ポート を学習するよ うに設定しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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ip igmp snooping vlan mrouter
使用上のガイド ライン VLAN ID 1002 ～ 1005 は、 ト ーク ンリ ングおよび FDDI VLAN に予約さ れて いて、 IGMP ス
ヌーピングでは使用できません。

CGMP の学習方式は制御ト ラフィ ッ クの削減に役立ちま す。

設定は、 NVRAM に保存さ れま す。

例 次の例では、 ポート をマ ルチキャ スト  ルータ  ポート と して設定する方法を示しま す。

Switch(config)# ip igmp snooping vlan 1 mrouter interface gigabitethernet1/0/22

次の例では、 マ ルチキャ スト  ルータの学習方式を  CGMP と して指定する方法を示しま す。

Switch(config)# ip igmp snooping vlan 1 mrouter learn cgmp

設定を確認するには、 show ip igmp snooping 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

ip igmp snooping report-suppression IGMP レポート 抑制を イネーブルにしま す。

show ip igmp snooping スヌーピング設定を表示しま す。

show ip igmp snooping groups IGMP スヌーピング マ ルチキャ スト 情報を表示しま す。

show ip igmp snooping mrouter IGMP スヌーピング ルータ  ポート を表示しま す。

show ip igmp snooping querier ス イッ チ上に設定さ れた  IGMP ク エリ アの設定および
動作情報を表示しま す。
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ip igmp snooping vlan static
ip igmp snooping vlan static
インターネッ ト  グループ管理プロト コ ル （IGMP） スヌーピングを イネーブルにし、 レ イヤ 2 
ポート をマ ルチキャ スト  グループのメ ンバと してスタティ ッ ク に追加するには、 ip igmp 
snooping static グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 スタティ ッ ク なマ
ルチキャ スト  グループのメ ンバと して指定さ れたポート を削除するには、 こ のコマン ドの  no 
形式を使用しま す。

ip igmp snooping vlan vlan-id static ip-address interface interface-id

no ip igmp snooping vlan vlan-id static ip-address interface interface-id

構文の説明

デフォルト デフォ ルト では、 マ ルチキャ スト  グループのメ ンバと してスタティ ッ ク に設定さ れたポート は
あり ません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン VLAN ID 1002 ～ 1005 は、 ト ーク ンリ ングおよび FDDI VLAN に予約さ れて いて、 IGMP ス
ヌーピングでは使用できません。

設定は、 NVRAM に保存さ れま す。

例 次の例では、 インターフェ イス上のホスト をスタティ ッ ク に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# ip igmp snooping vlan 1 static 0100.5e02.0203 interface 
gigabitethernet1/0/1
Configuring port gigabitethernet1/0/1 on group 0100.5e02.0203

設定を確認するには、 show ip igmp snooping 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

vlan-id 指定した  VLAN で IGMP スヌーピングを イネーブルにしま す。指定で
き る範囲は 1 ～ 1001 または 1006 ～ 4094 です。

ip-address 指定のグループ IP アドレスを持ったマ ルチキャ スト  グループのメ ン
バと して、 レ イヤ 2 ポート を追加しま す。

interface interface-id メ ンバ ポート の インターフェ イスを指定しま す。 キーワードの意味は
次のと おり です。

• fastethernet interface number ： フ ァスト  イーサネッ ト  IEEE 802.3 
インターフェ イス

• gigabitethernet interface number ： ギガビッ ト  イーサネッ ト  IEEE 
802.3z インターフェ イス

• port-channel interface number ： チャ ネル インターフェ イス。 指定
でき る範囲は 0 ～ 6 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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ip igmp snooping vlan static
関連コマンド コマンド 説明

ip igmp snooping report-suppression IGMP レポート 抑制を イネーブルにしま す。

show ip igmp snooping スヌーピング設定を表示しま す。

show ip igmp snooping groups IGMP スヌーピング マ ルチキャ スト 情報を表示しま す。

show ip igmp snooping mrouter IGMP スヌーピング ルータ  ポート を表示しま す。

show ip igmp snooping querier ス イッ チ上に設定さ れた  IGMP ク エリ アの設定および
動作情報を表示しま す。
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ip source binding
ip source binding
ス イッ チ上のスタティ ッ ク な IP 送信元バインディ ングを設定するには、 ip source binding グ
ローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 スタティ ッ ク  バインディ ングを削
除するには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

ip source binding mac-address vlan vlan-id ip-address interface interface-id 

no source binding mac-address vlan vlan-id ip-address interface interface-id

構文の説明

デフォルト IP 送信元バインディ ングは設定さ れて いません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン スタティ ッ ク  IP 送信元バインディ ング エント リ には、 IP アドレス、関連付けら れた  MAC アド
レス、 および関連付けら れた  VLAN 番号が含ま れま す。 エント リ は、 MAC アドレス および 
VLAN 番号に基づいて いま す。 IP アドレスだけの変更でエント リ を変更する場合は、 ス イッ チ
は新し いエント リ を作成せずに、 エント リ を更新しま す。

例 次の例では、 スタティ ッ ク  IP 送信元バインディ ングを追加する方法を示しま す。

Switch(config)# ip source binding 0001.1234.1234 vlan 1 172.20.50.5 interface 
gigabitethernet1/0/1

次の例では、 スタティ ッ ク  バインディ ングを追加してから、 その  IP アドレスを変更する方法
を示しま す。

Switch(config)# ip source binding 0001.1357.0007 vlan 1 172.20.50.25 interface 
gigabitethernet1/0/1 
Switch(config)# ip source binding 0001.1357.0007 vlan 1 172.20.50.30 interface 
gigabitethernet1/0/1 

コマン ド設定を確認するには、 show ip source binding 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

mac-address MAC アドレスを指定しま す。

vlan vlan-id VLAN 番号を指定しま す。 有効な範囲は 1 ～ 4094 です。

ip-address IP アドレスを指定しま す。

interface interface-id IP 送信元バインディ ングを追加または削除するインターフェ イスを指
定しま す。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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ip source binding
関連コマンド コマンド 説明

ip verify source インターフェ イス上の  IP 送信元ガードを イネーブルにしま す。

show ip source binding ス イッ チ上の  IP 送信元バインディ ングを表示しま す。

show ip verify source ス イッ チ上または特定のインターフェ イス上の  IP ソース  ガードの
設定を表示しま す。
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ip ssh
セキュ ア シェ ル （SSH） version 1 （SSHv1） または SSH version 2 （SSHv2） を実行するよ うに
ス イッ チを設定するには、 ip ssh グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。
こ のコマン ドは、 ス イッ チで暗号化ソ フト ウェア イメ ージが実行さ れて いる場合にだけ利用で
きま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

ip ssh version [1 | 2] 

no ip ssh version [1 | 2] 

構文の説明

デフォルト デフォ ルト のバージョ ンは、 SSH ク ラ イアント でサポート さ れる 新の  SSH バージョ ンです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドを入力し ない場合、 またはキーワードを指定し ないと きは、 SSH サーバは SSH ク
ラ イアント がサポート する 新の SSH バージョ ンを選択しま す。 たと えば、 SSH ク ラ イアント
が SSHv1 および SSHv2 をサポート する場合、 SSH サーバは SSHv2 を選択しま す。

ス イッ チは、 SSHv1 または SSHv2 サーバをサポート しま す。 また、 SSHv1 ク ラ イアント も サ
ポート しま す。 SSH サーバおよび SSH ク ラ イアント の詳細については、 こ のリ リ ースに対応す
るソ フト ウェア コ ンフィ ギュレーショ ン ガイ ドを参照してく ださ い。

SSHv1 サーバによって生成さ れた  Rivest、 Shamir、 Adelman （RSA） キー ペアは、 SSHv2 サー
バで使用できま す。 その逆の場合も同様です。

例 次の例では、 ス イッ チが SSH バージョ ン 2 を実行するよ うに設定する方法を示しま す。

Switch(config)# ip ssh version 2

設定を確認するには、 show ip ssh または show ssh 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

1 （任意） ス イッ チが SSH バージョ ン 1 （SSHv1） を実行するよ うに設定しま す。

2 （任意） ス イッ チが SSH バージョ ン 2 （SSHv2） を実行するよ うに設定しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show ip ssh SSH サーバがイネーブルであるかど うかを表示すると 同時に、 SSH 
サーバのバージョ ンおよび設定情報を表示しま す。

show ssh SSH サーバのステータスを表示しま す。
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ip verify source
インターフェ イスで IP ソース  ガードを イネーブルにするには、 ip verify source インターフェ
イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 IP ソース  ガードをディ セーブルにする
には、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

ip verify source [port-security] 

no ip verify source

構文の説明

デフォルト IP 送信元ガードはディ セーブルです。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 送信元 IP アドレス  フィ ルタ リ ングによ る IP ソース  ガードを イネーブルにするには、 ip verify 
source インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。

送信元 IP および MAC アドレス  フィ ルタ リ ングによ る IP ソース  ガードを イネーブルにするに
は、 ip verify source port-security インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用し
ま す。

送信元 IP および MAC アドレス  フィ ルタ リ ングによ る IP ソース  ガードを イネーブルにするに
は、 インターフェ イスのポート  セキュ リ ティ を イネーブルにする必要があり ま す。

例 次の例では、 送信元 IP アドレス  フィ ルタ リ ングによ る IP ソース  ガードを イネーブルにする方
法を示しま す。

Switch(config-if)# ip verify source 

次の例では、 送信元 IP および MAC アドレス  フィ ルタ リ ングによ る IP ソース  ガードを イネー
ブルにする方法を示しま す。

Switch(config-if)# ip verify source port-security 

コマン ド設定を確認するには、 show ip source binding 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

port-security （任意） IP および MAC アドレス  フィ ルタ リ ングによ る IP ソース  ガー
ドを イネーブルにしま す。

port-security キーワードを入力し ない場合、 IP アドレス  フィ ルタ リ
ングによ る IP ソース  ガードがイネーブルになり ま す。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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ip verify source
関連コマンド コマンド 説明

ip source binding ス イッ チにスタティ ッ ク  バインディ ングを設定しま す。

show ip verify source ス イッ チ上または特定の インターフェ イス上の  IP ソース  
ガードの設定を表示しま す。
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ipv6 mld snooping
IP version 6 （IPv6） Multicast Listener Discovery （MLD） スヌーピングを グローバルまたは指定
の  VLAN 上でイネーブルにするには、 ipv6 mld snooping グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン 
コマン ドをキーワードなしで使用しま す。 MLD スヌーピングを、 ス イッ チ、 ス イッ チ スタッ
ク 、 または VLAN 上でディ セーブルにするには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

ipv6 mld snooping [vlan vlan-id] 

no ipv6 mld snooping [vlan vlan-id] 

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。
Catalyst 2960 ス イッ チでは、 デュ アル IPv4/IPv6 Switch Database Management （SDM） テンプ
レート も設定し なければなり ません （Catalyst 2960-S ス イッ チでは不要）。

構文の説明

デフォルト ス イッ チ上で、 MLD スヌーピングはグローバルにディ セーブルです。

すべての  VLAN で MLD スヌーピングはイネーブルです。 ただし、 VLAN スヌーピングが実行
さ れる前に、 MLD スヌーピングを グローバルにイネーブルにする必要があり ま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン デュ アル IPv4/IPv6 テンプレート を設定するには、sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 グローバル コ
ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力し、 ス イッ チを リ ロー ドしま す （Catalyst 2960 ス イッ チ
のみ）。

MLD スヌーピングがグローバルにディ セーブルである場合、 すべての既存の  VLAN インター
フェ イスで MLD スヌーピングがディ セーブルになり ま す。 MLD スヌーピングを グローバルに
イネーブルにすると 、 デフォ ルト の状態 （イネーブル） であるすべての  VLAN インターフェ イ
ス上で MLD スヌーピングがイネーブルになり ま す。 VLAN 設定は、 MLD スヌーピングがディ
セーブルのインターフェ イス上のグローバル コ ンフィ ギュレーショ ンを上書き しま す。

MLD スヌーピングがグローバルにディ セーブルである場合、 VLAN 上で MLD スヌーピングを
イネーブルにできません。 MLD スヌーピングがグローバルにイネーブルである場合、 個々の  
VLAN 上で MLD スヌーピングをディ セーブルにできま す。

vlan vlan-id （任意） 指定の VLAN で IPv6 MLD スヌーピングを イネーブルまたは
ディ セーブルにしま す。 指定でき る VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 およ
び 1006 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(40)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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IPv6 マ ルチキャ スト  ルータが Catalyst 6500 ス イッ チであり 、 拡張 VLAN （範囲 1006 ～ 4094）
を使用する場合、 ス イッ チが VLAN 上でク エリ ーを受信でき るよ うにするため、 IPv6 MLD ス
ヌーピングを  Catalyst 6500 ス イッ チの拡張 VLAN でイネーブルにする必要があり ま す。標準範
囲 VLAN （1 ～ 1005） の場合、 IPv6 MLD スヌーピングを  Catalyst 6500 ス イッ チの  VLAN でイ
ネーブルにする必要はあり ません。

1002 ～ 1005 の  VLAN 番号は、 ト ーク ンリ ング VLAN および FDDI VLAN のために予約さ れて
いるため、 MLD スヌーピングには使用できません。

例 次の例では、 MLD スヌーピングを グローバルにイネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# ipv6 mld snooping

次の例では、 MLD スヌーピングを  VLAN でディ セーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# no ipv6 mld snooping vlan 11 

設定を確認するには、 show ipv6 mld snooping ユーザ EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

sdm prefer ス イッ チの使用方法に基づきシステ ム リ ソー
スを 適化するよ う  SDM テンプレート を設定
しま す。

show ipv6 mld snooping MLD スヌーピング設定を表示しま す。
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ipv6 mld snooping last-listener-query-count
ク ラ イアント がエージング アウト になる前に送信さ れる IP version 6 （IPv6） Multicast Listener 
Discovery （MLD） Multicast Address Specific Queries （MASQ） を設定するには、 ipv6 mld snooping 
last-listener-query-count グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 ク エ
リ ー カウント をデフォ ルト 設定にリ セッ ト するには、 このコマン ドの no 形式を使用しま す。

ipv6 mld snooping [vlan vlan-id] last-listener-query-count integer_value 

no ipv6 mld snooping [vlan vlan-id] last-listener-query-count

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。
Catalyst 2960 ス イッ チでは、 デュ アル IPv4/IPv6 Switch Database Management （SDM） テンプ
レート も設定し なければなり ません （Catalyst 2960-S ス イッ チでは不要）。

構文の説明

コマンド  デフォ ルト デフォ ルト のグローバル カ ウント は 2 です。

デフォ ルト の VLAN カ ウント は 0 です （グローバル カ ウント を使用しま す）。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン デュ アル IPv4/IPv6 テンプレート を設定するには、sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 グローバル コ
ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力し、 ス イッ チを リ ロー ドしま す （Catalyst 2960 ス イッ チ
のみ）。

MLD スヌーピングでは、 IPv6 マ ルチキャ スト  ルータはマ ルチキャ スト  グループに所属するホ
スト にク エリ ーを定期的に送信しま す。 ホスト がマ ルチキャ スト  グループを脱退する場合、 ホ
スト は静かに脱退する、 または Multicast Listener Done メ ッ セージでク エリ ーに応答できま す
（IGMP Leave メ ッ セージに相当）。 即時脱退が設定さ れて いない場合 （1 つのグループに対し複
数のク ラ イアント が同じポート 上に存在する場合は設定し ない）、 設定さ れた  last-listener ク エ
リ ー カ ウント により 、 MLD ク ラ イアント が期限切れになる前に送信する MASQ の数が決定し
ま す。

last-listener ク エリ ー カ ウント が VLAN 用に設定さ れて いる場合、 このカ ウント はグローバル
に設定さ れた値より 優先さ れま す。 VLAN カ ウント が設定さ れて いない （デフォ ルト の  0 に設
定さ れて いる） 場合は、 グローバル カ ウント が使用さ れま す。

vlan vlan-id （任意） 指定の VLAN で last-listener ク エリ ー カ ウント を設定しま す。
指定でき る VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。

integer_value 指定でき る範囲は 1 ～ 7 です。

リ リース 変更内容

12.2(40)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
2-275
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
ipv6 mld snooping last-listener-query-count
1002 ～ 1005 の  VLAN 番号は、 ト ーク ンリ ング VLAN および FDDI VLAN のために予約さ れて
いるため、 MLD スヌーピングには使用できません。

例 次の例では、 last-listener ク エリ ー カ ウント を グローバルに設定する方法を示しま す。

Switch(config)# ipv6 mld snooping last-listener-query-count 1

次の例では、 last-listener ク エリ ー カ ウント を  VLAN 10 に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 10 last-listener-query-count 3

設定を確認するには、 show ipv6 mld snooping [vlan vlan-id] ユーザ EXEC コマン ドを入力し
ま す。

関連コマンド コマンド 説明

ipv6 mld snooping last-listener-query-interval IPv6 MLD スヌーピング last-listener ク エリ ー
間隔を設定しま す。

sdm prefer ス イッ チの使用方法に基づきシステ ム リ ソー
スを 適化するよ う  SDM テンプレート を設
定しま す。

show ipv6 mld snooping querier MLD スヌーピング設定を表示しま す。
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ipv6 mld snooping last-listener-query-interval
ス イッ チまたは VLAN で IP version 6 （IPv6） Multicast Listener Discovery （MLD） スヌーピング
の  last-listener ク エリ ー間隔を設定するには、 ipv6 mld snooping last-listener-query-interval グ
ローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 こ の時間間隔は、 Multicast Address 
Specific Query （MASQ） マ ルチキャ スト  グループからポート を削除する前にマ ルチキャ スト  
ルータが待機する 大時間です。 ク エリ ー時間をデフォ ルト 設定にリ セッ ト するには、 こ のコ
マン ドの  no 形式を使用しま す。

ipv6 mld snooping [vlan vlan-id] last-listener-query-interval integer_value 

no ipv6 mld snooping [vlan vlan-id] last-listener-query-interval

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。
Catalyst 2960 ス イッ チでは、 デュ アル IPv4/IPv6 Switch Database Management （SDM） テンプ
レート も設定し なければなり ません （Catalyst 2960-S ス イッ チでは不要）。

構文の説明

コマンド  デフォ ルト デフォ ルト のグローバル ク エリ ー間隔 （ 大応答時間） は 1000 （1 秒） です。

デフォ ルト の VLAN ク エリ ー間隔 （ 大応答時間） は 0 です （グローバル カ ウント が使用さ れ
ま す）。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン デュ アル IPv4/IPv6 テンプレート を設定するには、sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 グローバル コ
ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力し、 ス イッ チを リ ロー ドしま す （Catalyst 2960 ス イッ チ
のみ）。

MLD スヌーピングでは、 IPv6 マ ルチキャ スト  ルータが MLD Leave メ ッ セージを受信すると 、
マ ルチキャ スト  グループに所属するホスト にク エリ ーを送信しま す。 一定の時間、 ポート から  
MASQ への応答がない場合、 ルータはマ ルチキャ スト  アドレスのメ ンバーシッ プ データベー
スからそのポート を削除しま す。 last listener ク エリ ー間隔は、 応答のないポート をマ ルチキャ
スト  グループから削除する前にルータが待機する 大時間です。

vlan vlan-id （任意） 指定の VLAN で last-listener ク エリ ー時間を設定しま す。 指定
でき る VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。

integer_value MASQ を送信した後マ ルチキャ スト  グループからポート を削除する
前にマ ルチキャ スト  ルータが待機する時間 （1000 秒単位） を設定し
ま す。 指定でき る範囲は 100 ～ 32,768 です。 デフォ ルト 値は 1000 （1 
秒） です。

リ リース 変更内容

12.2(40)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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VLAN ク エリ ー間隔が設定さ れて いると 、 グローバル ク エリ ー間隔より 優先さ れま す。 VLAN 
間隔が 0 に設定さ れて いると 、 グローバル値が使用さ れま す。

1002 ～ 1005 の  VLAN 番号は、 ト ーク ンリ ング VLAN および FDDI VLAN のために予約さ れて
いるため、 MLD スヌーピングには使用できません。

例 次の例では、 last-listener ク エリ ー間隔を  2 秒にグローバルに設定する方法を示しま す。

Switch(config)# ipv6 mld snooping last-listener-query-interval 2000

次の例では、 VLAN 1 用の  last-listener ク エリ ー間隔を  5.5 秒に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 1 last-listener-query-interval 5500

設定を確認するには、 show ipv6 MLD snooping [vlan vlan-id] ユーザ EXEC コマン ドを入力し
ま す。

関連コマンド コマンド 説明

ipv6 mld snooping last-listener-query-count IPv6 MLD スヌーピング last-listener ク エリ ー 
カ ウント を設定しま す。

sdm prefer ス イッ チの使用方法に基づきシステ ム リ ソー
スを 適化するよ う  SDM テンプレート を設定
しま す。

show ipv6 mld snooping querier IPv6 MLD スヌーピング last-listener ク エリ ー
間隔を設定しま す。
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ipv6 mld snooping listener-message-suppression
IP version 6 （IPv6） Multicast Listener Discovery （MLD） スヌーピング リ ス ナー メ ッ セージ抑制
を イネーブルにするには、 ipv6 mld snooping listener-message-suppression グローバル コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 MLD スヌーピング リ ス ナー メ ッ セージ抑制をディ
セーブルにするには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

ipv6 mld snooping listener-message-suppression

no ipv6 mld snooping listener-message-suppression

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。
Catalyst 2960 ス イッ チでは、 デュ アル IPv4/IPv6 Switch Database Management （SDM） テンプ
レート も設定し なければなり ません （Catalyst 2960-S ス イッ チでは不要）。

コマンド  デフォ ルト デフォ ルト では、 MLD スヌーピング リ ス ナー メ ッ セージ抑制はディ セーブルです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン デュ アル IPv4/IPv6 テンプレート を設定するには、sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 グローバル コ
ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力し、 ス イッ チを リ ロー ドしま す （Catalyst 2960 ス イッ チ
のみ）。

MLD スヌーピング リ ス ナー メ ッ セージ抑制は、 IGMP レポート 抑制に相当しま す。 イネーブ
ルの場合、 グループに対する受信 MLDv1 レポート はレポート 転送時間ごと に 1 回だけ IPv6 マ
ルチキャ スト  ルータに転送さ れま す。 こ れにより 、 重複レポート の転送を避けら れま す。

例 次の例では、MLD スヌーピング リ ス ナー メ ッ セージ抑制を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# ipv6 mld snooping listener-message-suppression

次の例では、 MLD スヌーピング リ ス ナー メ ッ セージ抑制をディ セーブルにする方法を示し
ま す。

Switch(config)# no ipv6 mld snooping listener-message-suppression

設定を確認するには、 show ipv6 mld snooping [vlan vlan-id] ユーザ EXEC コマン ドを入力し
ま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(40)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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コマンド 説明

ipv6 mld snooping IPv6 MLD スヌーピングを イネーブルにしま す。

sdm prefer ス イッ チの使用方法に基づきシステ ム リ ソー
スを 適化するよ う  SDM テンプレート を設定
しま す。

show ipv6 mld snooping MLD スヌーピング設定を表示しま す。
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ipv6 mld snooping robustness-variable
応答のないリ ス ナーを削除するまでにス イッ チが送信する IP version 6 （IPv6） Multicast 
Listener Discovery （MLD） ク エリ ーの数を設定するには、 ipv6 mld snooping 
robustness-variable グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 VLAN ごと に
設定するには、 VLAN ID を入力しま す。 変数をデフォ ルト 設定にリ セッ ト するには、 こ のコマ
ン ドの no 形式を使用しま す。

ipv6 mld snooping [vlan vlan-id] robustness-variable integer_value 

no ipv6 mld snooping [vlan vlan-id] robustness-variable 

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。
Catalyst 2960 ス イッ チでは、 デュ アル IPv4/IPv6 Switch Database Management （SDM） テンプ
レート も設定し なければなり ません （Catalyst 2960-S ス イッ チでは不要）。

構文の説明

コマンド  デフォ ルト デフォ ルト のグローバル ロバスト ネス変数 （リ ス ナーを削除する前のク エリ ー数） は、 2 です。

デフォ ルト の VLAN ロバスト ネス変数 （マルチキャスト  アドレスが期限切れになる前のク エ
リ ー数） は 0 です。 リ ス ナーの期限の判断には、 グローバル ロバスト ネス変数が使用さ れま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン デュ アル IPv4/IPv6 テンプレート を設定するには、sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 グローバル コ
ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力し、 ス イッ チを リ ロー ドしま す （Catalyst 2960 ス イッ チ
のみ）。

ロバスト ネスは、 ポート をマ ルチキャ スト  グループから削除する前に送信さ れた応答がなかっ
た  MLDv1 ク エリ ー数の点から測定さ れま す。設定さ れた回数送信さ れた  MLDv1 ク エリ ーに対
して受信した  MLDv1 レポート がない場合、 ポート が削除さ れま す。 グローバル値により 、 ス
イッ チが応答し ないリ ス ナーを削除する前に待機するク エリ ー数が決定し、 VLAN 値が設定さ
れて いない VLAN すべてに適用しま す。

VLAN に設定さ れたロバスト ネス値はグローバル値より 優先さ れま す。 VLAN ロバスト ネス値
が 0 （デフォ ルト ） の場合、 グローバル値が使用さ れま す。

1002 ～ 1005 の  VLAN 番号は、 ト ーク ンリ ング VLAN および FDDI VLAN のために予約さ れて
いるため、 MLD スヌーピングには使用できません。

vlan vlan-id （任意） 指定の VLAN にロバスト ネス変数を設定しま す。 指定でき る 
VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です。

integer_value 範囲は 1 ～ 3 です。

リ リース 変更内容

12.2(40)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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例 次の例では、 ス イッ チが応答し ないリ ス ナー ポート を削除する前に 3 個のク エリ ーを送信する
よ う グローバル ロバスト ネス変数を設定する方法を示しま す。

Switch(config)# ipv6 mld snooping robustness-variable 3

次の例では、 VLAN 1 にロバスト ネス変数を設定する方法を示しま す。 この値は VLAN のグ
ローバル コ ンフィ ギュレーショ ンより 優先さ れま す。

Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 1 robustness-variable 1

設定を確認するには、 show ipv6 MLD snooping [vlan vlan-id] ユーザ EXEC コマン ドを入力し
ま す。

関連コマンド コマンド 説明

ipv6 mld snooping last-listener-query-count IPv6 MLD スヌーピング last-listener ク エリ ー 
カ ウント を設定しま す。

sdm prefer ス イッ チの使用方法に基づきシステ ム リ ソー
スを 適化するよ う  SDM テンプレート を設定
しま す。

show ipv6 mld snooping MLD スヌーピング設定を表示しま す。
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ipv6 mld snooping tcn
IP version 6 （IPv6） Multicast Listener Discovery （MLD） ト ポロジ変更通知 （TCN） を設定する
には、 ipv6 mld snooping tcn グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デ
フォ ルト 設定にリ セッ ト するには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

ipv6 mld snooping tcn {flood query count integer_value | query solicit}

no ipv6 mld snooping tcn {flood query count integer_value | query solicit}

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。
Catalyst 2960 ス イッ チでは、 デュ アル IPv4/IPv6 Switch Database Management （SDM） テンプ
レート も設定し なければなり ません （Catalyst 2960-S ス イッ チでは不要）。

構文の説明

コマンド  デフォ ルト TCN ク エリ ー送信請求はディ セーブルです。

イネーブルの場合、 デフォ ルト のフ ラッ ディ ング ク エリ ー カ ウント は 2 です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン デュ アル IPv4/IPv6 テンプレート を設定するには、sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 グローバル コ
ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力し、 ス イッ チを リ ロー ドしま す （Catalyst 2960 ス イッ チ
のみ）。

例 次の例では、 TCN ク エリ ー送信請求を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# ipv6 mld snooping tcn query solicit.

次の例では、 フ ラッ ディ ング ク エリ ー カ ウント を  5 に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# ipv6 mld snooping tcn flood query count 5.

設定を確認するには、 show ipv6 MLD snooping [vlan vlan-id] ユーザ EXEC コマン ドを入力し
ま す。

flood query count 
integer_value 

フ ラッ ディ ング ク エリ ー カ ウント を設定しま す。 こ れは、 ク エリ ー
の受信を要求したポート だけにマ ルチキャ スト  データを転送する前に
送信さ れるク エリ ー数です。 範囲は 1 ～ 10 です。

query solicit TCN ク エリ ーの送信請求を イネーブルにしま す。

リ リース 変更内容

12.2(40)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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関連コマンド コマンド 説明

sdm prefer ス イッ チの使用方法に基づきシステ ム リ ソー
スを 適化するよ う  SDM テンプレート を設定
しま す。

show ipv6 mld snooping MLD スヌーピング設定を表示しま す。
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ipv6 mld snooping vlan
VLAN インターフェ イスで IP version 6 （IPv6） Multicast Listener Discovery （MLD） スヌーピン
グ パラメ ータを設定するには、 ipv6 mld snooping vlan グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コ
マン ドを使用しま す。 パラメ ータをデフォ ルト 設定にリ セッ ト するには、 こ のコマン ドの  no 
形式を使用しま す。

ipv6 mld snooping vlan vlan-id [immediate-leave | mrouter interface interface-id | static 
ipv6-multicast-address interface interface-id]

no ipv6 mld snooping vlan vlan-id [immediate-leave | mrouter interface interface-id | static 
ip-address interface interface-id]

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。
Catalyst 2960 ス イッ チでは、 デュ アル IPv4/IPv6 Switch Database Management （SDM） テンプ
レート も設定し なければなり ません （Catalyst 2960-S ス イッ チでは不要）。

構文の説明

コマンド  デフォ ルト MLD スヌーピング即時脱退処理はディ セーブルです。

デフォ ルト では、 スタティ ッ ク  IPv6 マ ルチキャ スト  グループは設定さ れて いません。

デフォ ルト では、 マ ルチキャ スト  ルータ  ポート はあり ません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

vlan vlan-id VLAN 番号を指定しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 1001 または 
1006 ～ 4094 です。

immediate-leave （任意） VLAN インターフェ イス上で、 MLD の即時脱退処理を
イネーブルにしま す。 この機能を インターフェ イス上でディ
セーブルにするには、 このコマン ドの  no 形式を使用しま す。

mrouter interface （任意） マ ルチキャ スト  ルータ  ポート を設定しま す。 設定を削
除するには、 このコマン ドの  no 形式を使用しま す。

static ipv6-multicast-address （任意） 指定の  IPv6 マ ルチキャ スト  アドレスでマ ルチキャ スト  
グループを設定しま す。

interface interface-id レ イヤ 2 ポート を グループに追加しま す。 マ ルチキャ スト  ルー
タまたはスタティ ッ ク  インターフェ イスは、 物理ポート または
インターフェ イス範囲 1 ～ 48 のポート チャ ネル インターフェ イ
スになるこ と ができま す。

リ リース 変更内容

12.2(40)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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使用上のガイド ライン デュ アル IPv4/IPv6 テンプレート を設定するには、sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 グローバル コ
ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力し、 ス イッ チを リ ロー ドしま す （Catalyst 2960 ス イッ チ
のみ）。

VLAN の各ポート 上に 1 つのレシーバだけが存在する場合、 即時脱退処理の機能だけを設定し
てく ださ い。 設定は、 NVRAM に保存さ れま す。

static キーワードは MLD メ ンバ ポート を静的に設定するために使用さ れま す。

設定およびスタティ ッ ク  ポート と グループは、 NVRAM に保存さ れま す。

IPv6 マ ルチキャ スト  ルータが Catalyst 6500 ス イッ チであり 、 拡張 VLAN （範囲 1006 ～ 4094）
を使用する場合、 Catalyst 3750 または Catalyst 3560 ス イッ チが VLAN 上でク エリ ーを受信でき
るよ うにするため、 IPv6 MLD スヌーピングを  Catalyst 6500 ス イッ チの拡張 VLAN でイネーブ
ルにする必要があり ま す。 標準範囲 VLAN （1 ～ 1005） の場合、 IPv6 MLD スヌーピングを  
Catalyst 6500 ス イッ チの  VLAN でイネーブルにする必要はあり ません。

1002 ～ 1005 の  VLAN 番号は、 ト ーク ンリ ング VLAN および FDDI VLAN のために予約さ れて
いるため、 MLD スヌーピングには使用できません。

例 次の例では、 VLAN 1 で MLD 即時脱退処理を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 1 immediate-leave

次の例では、 VLAN 1 で MLD 即時脱退処理をディ セーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# no ipv6 mld snooping vlan 1 immediate-leave

次の例では、 ポート をマ ルチキャ スト  ルータ  ポート と して設定する方法を示しま す。

Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 1 mrouter interface gigabitethernet1/01/2

次の例では、 スタティ ッ ク  マ ルチキャ スト  グループを設定する方法を示しま す。

Switch(config)# ipv6 mld snooping vlan 2 static FF12::34 interface gigabitethernet1/01/2

設定を確認するには、show ipv6 mld snooping vlan vlan-id ユーザ EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

ipv6 mld snooping IPv6 MLD スヌーピングを イネーブルにしま す。

ipv6 mld snooping vlan VLAN で IPv6 MLD スヌーピングを設定しま す。

sdm prefer ス イッ チの使用方法に基づきシステ ム リ ソース
を 適化するよ う  SDM テンプレート を設定し
ま す。

show ipv6 mld snooping IPv6 MLD スヌーピング設定を表示しま す。
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lacp port-priority 
Link Aggregation Control Protocol （LACP） のポート  プラ イオリ ティ を設定するには、 lacp 
port-priority インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設
定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

lacp port-priority priority

no lacp port-priority 

構文の説明

デフォルト デフォ ルト は 32768 です。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン lacp port-priority インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドは、 LACP チャ ネル グ
ループに 9 つ以上のポート がある場合、 バン ド ルさ れるポート と 、 ホッ ト スタ ンバイ モードに
置かれるポート を判別しま す。

LACP チャ ネル グループは、 同じタ イプのイーサネッ ト  ポート を  16 個まで保有できま す。
大 8 個を アクティ ブに、 大 8 個をスタ ンバイ モードにできま す。

ポート  プラ イオリ ティ の比較では、 数値が小さ いほどプラ イオリ ティ が高く なり ま す。 LACP 
チャ ネル グループに 9 つ以上のポート がある場合、 LACP ポート  プラ イオリ ティ の数値が小さ
い （つま り 、 高いプラ イオリ ティ 値の） 9 つのポート がチャ ネル グループにバン ド ルさ れ、 そ
れより 低いプラ イオリ ティ のポート はホッ ト スタ ンバイ モードに置かれま す。 LACP ポート  プ
ラ イオリ ティ が同じポート が 2 つ以上ある場合 （たと えば、 そのいずれも デフォ ルト 設定の  
65535 に設定さ れて いる場合）、 ポート 番号の内部値により プラ イオリ ティ が決定しま す。

（注） LACP リ ンクを制御するス イッ チ上にポート がある場合に限り 、 LACP ポート  プラ イオリ ティ
は有効です。 リ ンクを制御するス イッ チの判別については、 lacp system-priority グローバル コ
ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを参照してく ださ い。

LACP ポート  プラ イオリ ティ および内部ポート 番号値を表示するには、show lacp internal 特権 
EXEC コマン ドを使用しま す。

物理ポート 上の LACP の設定に関する情報については、 こ のリ リ ースに対応するソ フト ウェア 
コ ンフィ ギュレーショ ン ガイ ドの 「Configuring EtherChannels」 の章を参照してく ださ い。

priority LACP のポート  プラ イオリ ティ 。 範囲は 1 ～ 65535 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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例 次の例では、 ポート で LACP ポート  プラ イオリ ティ を設定する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# lacp port-priority 1000

設定を確認するには、 show lacp [channel-group-number] internal 特権 EXEC コマン ドを入力し
ま す。

関連コマンド コマンド 説明

channel-group EtherChannel グループにイーサネッ ト  ポート を割り 当
てま す。

lacp system-priority LACP システ ム プラ イオリ ティ を設定しま す。

show lacp [channel-group-number] 
internal 

すべてのチャ ネル グループまたは指定のチャ ネル グ
ループの内部情報を表示しま す。
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lacp system-priority 
ポート 集約プロト コ ル （LACP） のシステ ム プラ イオリ ティ を設定するには、 lacp 
system-priority グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に
戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

lacp system-priority priority

no lacp system-priority

構文の説明

デフォルト デフォ ルト は 32768 です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン lacp system-priority コマン ドでは、 ポート  プラ イオリ ティ を制御する LACP リ ンクのス イッ チ
が判別さ れま す。

LACP チャ ネル グループは、 同じタ イプのイーサネッ ト  ポート を  16 個まで保有できま す。
大 8 個を アクティ ブに、 大 8 個をスタ ンバイ モードにできま す。 LACP チャ ネルグループに 9 
つ以上のポート がある場合、 リ ンクの制御側終端にあるス イッ チは、 ポート  プラ イオリ ティ を
使用して、 チャ ネルにバン ド ルするポート およびホッ ト スタ ンバイ モードに置く ポート を判別
しま す。 他のス イッ チ上のポート  プラ イオリ ティ （リ ンクの非制御側終端） は無視さ れま す。

プラ イオリ ティ の比較においては、 数値が小さ いほどプラ イオリ ティ が高く なり ま す。 したがっ
て、 LACP システ ム プラ イオリ ティ の数値が小さ い （プラ イオリ ティ 値の高い） システ ムが制御
システ ムと なり ま す。 どちらのス イッ チも同じ  LACP システ ム プラ イオリ ティ である場合 （た
と えば、 どちらも デフォ ルト 設定の 32768 が設定さ れて いる場合）、 LACP システ ム ID （ス
イッ チの  MAC アドレス） により 制御するス イッ チが判別さ れま す。

lacp system-priority コマン ドは、 ス イッ チ上のすべての LACP EtherChannel に適用さ れま す。

ホッ ト スタ ンバイ モード （ポート  ステート  フ ラグの H で出力に表示） にあるポート を判断す
るには、 show etherchannel summary 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

物理ポート 上の LACP の設定の詳細については、 こ のリ リ ースに対応するソ フト ウェア コ ン
フィ ギュレーショ ン ガイ ドの 「Configuring EtherChannels」 の章を参照してく ださ い。

例 次の例では、 LACP のシステ ム プラ イオリ ティ を設定する方法を示しま す。

Switch(config)# lacp system-priority 20000

設定を確認するには、 show lacp sys-id 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

priority LACP のシステ ム プラ イオリ ティ 。 範囲は 1 ～ 65535 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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関連コマンド コマンド 説明

channel-group EtherChannel グループにイーサネッ ト  ポート を割り 当てま す。

lacp port-priority LACP ポート  プラ イオリ ティ を設定しま す。

show lacp sys-id LACP によって使用さ れるシステ ム識別子を表示しま す。
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link state group
リ ンク ステート  グループのメ ンバと してポート を設定するには、 link state group インターフェ
イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 リ ンク ステート  グループからポート を
削除するには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

link state group [number] {upstream | downstream}

no link state group [number] {upstream | downstream}

構文の説明

デフォルト デフォ ルト のグループは group 1 です。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 指定さ れたリ ンク  ステート  グループのアッ プスト リ ー ムまたはダウンスト リ ー ム インター
フェ イスと してポート を設定するには、 link state group インターフェ イス  コ ンフィ ギュレー
ショ ン コマン ドを使用しま す。 グループ番号が省略さ れて いる場合、 デフォ ルト のグループ番
号は 1 です。

リ ンク ステート  ト ラッ キングを イネーブルにするには、 link-state group を作成し、 リ ンク ス
テート  グループに割り 当て るインターフェ イスを指定しま す。 ポート の集合 （EtherChannel）、
アク セス  モードまたはト ランク  モードの単一の物理ポート 、 またはルーテッ ド  ポート を イン
ターフェ イスに指定できま す。 リ ンク ステート  グループでは、 こ れらの インターフェ イスはま
と めてバン ド ルさ れま す。 ダウンスト リ ー ム インターフェ イスは、 アッ プスト リ ー ム イン
ターフェ イスにバイン ドさ れま す。 サーバに接続さ れた インターフェ イスはダウンスト リ ー ム 
インターフェ イスと 呼ばれ、 ディ スト リ ビューショ ン ス イッ チおよびネッ ト ワーク装置に接続
さ れた インターフェ イスはアッ プスト リ ー ム インターフェ イスと 呼ばれま す。

ダウンスト リ ー ム インターフェ イスと アッ プスト リ ー ム インターフェ イス間の連動の詳細に
ついては、 こ のリ リ ースに対応するソ フト ウェア コ ンフィ ギュレーショ ン ガイ ドの
「Configuring EtherChannels and Link-State Tracking」 の章を参照してく ださ い。

設定上の問題を回避するために、 次の注意事項に従ってく ださ い。

number （任意） リ ンク ステート  グループ番号を指定しま す。 グループ番
号は、 1 ～ 2 です。 デフォ ルト は 1 です。

upstream ポート を特定のリ ンク ステート  グループのアッ プスト リ ー ム 
ポート と して設定しま す。

downstream ポート を特定のリ ンク ステート  グループのダウンスト リ ー ム 
ポート と して設定しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)SEE このコマン ドが追加さ れま した。 
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• アッ プスト リ ー ム インターフェ イスと して定義さ れて いるインターフェ イスを、 同じまた
は異なるリ ンク ステート  グループ内でダウンスト リ ー ム インターフェ イスと して定義する
こ と はできません。 その逆も同様です。

• インターフェ イスは、 複数のリ ンク ステート  グループのメ ンバにはなれません。

• ス イッ チ 1 つにつき、 設定でき るリ ンク ステート  グループは 2 つだけです。

例 次の例では、 group 2 でインターフェ イスを  upstream と して設定する方法を示しま す。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface range gigabitethernet1/0/11 - 14 
Switch(config-if-range)# link state group 2 downstream
Switch(config-if-range)# end
Switch(config-if)# end

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

link state track リ ンク ステート  グループを イネーブルにしま す。

show link state group リ ンク ステート  グループ情報を表示しま す。

show running-config 現在の動作設定を表示しま す。
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link state track
リ ンク ステート  グループを イネーブルにするには、 link state track ユーザ EXEC コマン ドを使
用しま す。 リ ンク ステート  グループをディ セーブルにするには、 こ のコマン ドの  no 形式を使
用しま す。

link state track [number]

no link state track [number]

構文の説明

デフォルト リ ンク ステート  ト ラッ キングは、 すべてのグループでディ セーブルです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン リ ンク ステート  グループを イネーブルにするには、 link state track グローバル コ ンフィ ギュ
レーショ ン コマン ドを使用しま す。

例 次の例では、 リ ンク ステート  グループの  group 2 を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# link state track 2

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

number （任意） リ ンク ステート  グループ番号を指定しま す。 グループ番
号は、 1 ～ 2 です。 デフォ ルト は 1 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)SEE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

link state track リ ンク ステート  グループのメ ンバと して インターフェ イスを設定
しま す。

show link state group リ ンク ステート  グループ情報を表示しま す。

show running-config 現在の動作設定を表示しま す。
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location（ グローバル コンフィ ギュレーショ ン）
location （グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン）
エン ドポイント のロケーショ ン情報を設定するには、 location グローバル コ ンフィ ギュレー
ショ ン コマン ドを使用しま す。 ロケーショ ン情報を削除する場合は、 こ のコマン ドの  no 形式
を使用しま す。

location {admin-tag string | civic-location identifier id | elin-location string identifier id}

no location {admin-tag string | civic-location identifier id | elin-location string identifier id}

構文の説明

デフォルト こ のコマン ドにはデフォ ルト 設定はあり ません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン location civic-location identifier id グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力後、 都
市ロケーショ ン コ ンフィ ギュレーショ ン モードが開始さ れま す。 こ のモードでは、 都市ロ
ケーショ ンおよび郵便ロケーショ ン情報を入力するこ と ができま す。

都市ロケーショ ン ID は 250 バイト を超えてはなり ません。

ロケーショ ン TLV をディ セーブルにするには、 no lldp med-tlv-select location 情報インター
フェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト では、 ロケーショ ン 
TLV はイネーブルに設定さ れて いま す。 詳細情報については、 こ のリ リ ースに対応するソ フト
ウェア コ ンフィ ギュレーショ ン ガイ ドの 「Configuring LLDP and LLDP-MED」 の章を参照して
く ださ い。

admin-tag 管理タ グまたはサイト 情報を設定しま す。

civic-location 都市ロケーショ ン情報を設定しま す。

elin-location 緊急ロケーショ ン情報 （ELIN） を設定しま す。

identifier id 都市ロケーショ ンまたは elin ロケーショ ンの  ID を指定しま す。
指定でき る ID 範囲は 1 ～ 4095 です。

（注） LLDP-MED TLV での都市ロケーショ ンの  ID は 250 バイ
ト 以下に制限さ れま す。 ス イッ チ設定中に使用でき る
バッ フ ァ スペースに関するエラー メ ッ セージを回避する
には、 各都市ロケーショ ン ID に指定さ れたすべての都市
ロケーショ ン情報の全体の長さが 250 バイト を超えない
よ うにしま す。

string サイト 情報またはロケーショ ン情報を英数字形式で指定しま す。

リ リース 変更内容

12.2(40)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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location （グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン）
例 次の例では、 ス イッ チに都市ロケーショ ン情報を設定する方法を示しま す。

Switch(config)# location civic-location identifier 1
Switch(config-civic)# number 3550
Switch(config-civic)# primary-road-name "Cisco Way"
Switch(config-civic)# city "San Jose"
Switch(config-civic)# state CA
Switch(config-civic)# building 19
Switch(config-civic)# room C6
Switch(config-civic)# county "Santa Clara"
Switch(config-civic)# country US
Switch(config-civic)# end

設定を確認するには、 show policy-map 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。 
次の例では、 ス イッ チ上で緊急ロケーショ ン情報を設定する方法を示しま す。

Switch (config)# location elin-location 14085553881 identifier 1

設定を確認するには、 show location elin 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

location （インターフェ イス  コ ン
フィ ギュレーショ ン）

インターフェ イスにロケーショ ン情報を設定しま す。

show location エン ドポイント のロケーショ ン情報を表示しま す。
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location （インターフェ イス コ ンフィ ギュレーショ ン）
インターフェ イスのロケーショ ン情報を入力するには、 location インターフェ イス  コマン ドを
使用しま す。 インターフェ イスのロケーショ ン情報を削除するには、 こ のコマン ドの  no 形式
を使用しま す。

location {additional-location-information word | civic-location-id id | elin-location-id id}

no location {additional-location-information word | civic-location-id id | elin-location-id id}

構文の説明

デフォルト こ のコマン ドにはデフォ ルト 設定はあり ません。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン location civic-location-id id インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力すると 、
都市ロケーショ ン コ ンフィ ギュレーショ ン モードに入り ま す。 こ のモードでは、 追加のロ
ケーショ ン情報を入力するこ と ができま す。

都市ロケーショ ン ID は 250 バイト を超えてはなり ません。

設定を確認するには、 show location civic interface 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

例 次の例では、 インターフェ イスに都市ロケーショ ン情報を入力する方法を示しま す。

Switch(config-if)# interface gigabitethernet1/0/1 
Switch(config-if)# location civic-location-id 1 

additional-location-information ロケーショ ンまたは場所に関する追加情報を設定しま す。

word 追加のロケーショ ン情報を指定する語またはフレーズを
指定しま す。

civic-location-id インターフェ イスにグローバル都市ロケーショ ン情報を
設定しま す。

elin-location-id インターフェ イスに緊急ロケーショ ン情報を設定しま す。

id 都市ロケーショ ンまたは elin ロケーショ ンの  ID を指定し
ま す。 指定でき る ID 範囲は 1 ～ 4095 です。

（注） LLDP-MED TLV での都市ロケーショ ンの  ID は 
250 バイト 以下に制限さ れま す。 ス イッ チ設定中
に使用でき るバッ フ ァ スペースに関するエラー 
メ ッ セージを回避するには、 各都市ロケーショ ン 
ID に指定さ れたすべての都市ロケーショ ン情報の
全体の長さが 250 バイト を超えないよ うにしま す。

リ リース 変更内容

12.2(40)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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location （インターフェ イス コ ンフィ ギュレーショ ン）
Switch(config-if)# end

次の例では、 インターフェ イスに緊急ロケーショ ン情報を入力する方法を示しま す。

Switch(config-if)# interface gigabitethernet1/0/1 
Switch(config-if)# location elin-location-id 1
Switch(config-if)# end

関連コマンド コマンド 説明

location （グローバル コ ンフィ
ギュレーショ ン）

エン ドポイント にロケーショ ン情報を設定しま す。

show location エン ドポイント のロケーショ ン情報を表示しま す。
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logging event
logging event
インターフェ イス  リ ンク  ステータス変更の通知を イネーブルにするには、 logging event イン
ターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 通知をディ セーブルにするに
は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

logging event {bundle-status | link-status | spanning-tree | status | trunk status} 

no logging event {bundle-status | link-status | spanning-tree | status | trunk status} 

構文の説明

デフォルト イベント  ロギングはディ セーブルです。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

例 次の例では、 スパニングツリ ー ロギングを イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config-if)# logging event spanning-tree

bundle-status BUNDLE および UNBUNDLE メ ッ セージの通知を イネーブルにし
ま す。

link-status インターフェ イス  データ  リ ンク  ステータス変更の通知を イネーブ
ルにしま す。

spanning-tree スパニングツリ ー イベント の通知を イネーブルにしま す。

status スパニングツリ ー ステート 変更メ ッ セージの通知を イネーブルに
しま す。

trunk-status ト ランク ステータス  メ ッ セージの通知を イネーブルにしま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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logging event power-inline-status
logging event power-inline-status
Power over Ethernet （PoE） イベント のロギングを イネーブルにするには、 logging event 
power-inline-status インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 PoE 状
態イベント のロギングをディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま すが、
こ のコマン ドの  no 形式を使用しても 、 PoE エラー イベント はディ セーブルになり ません。

logging event power-inline-status 

no logging event power-inline-status 

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト PoE イベント のロギングはイネーブルです。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン logging event power-inline-status コマン ドは、 PoE インターフェ イスでだけ使用できま す。

例 次の例では、 ポート 上で PoE イベント のロギングを イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config-if)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# logging event power-inline-status 
Switch(config-if)#

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(44)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

power inline 指定した  PoE ポート またはすべての  PoE ポート の電力管理モードを設
定しま す。

show controllers 
power inline

指定した  PoE コ ント ローラのレジスタ値を表示しま す。
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logging file
logging file
ロギング フ ァイ ルのパラメ ータを設定するには、 logging file グローバル コ ンフィ ギュレー
ショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用し
ま す。 

logging file filesystem:filename [max-file-size | nomax [min-file-size]] [severity-level-number | 
type]

no logging file filesystem:filename [severity-level-number | type]

構文の説明

デフォルト フ ァイ ル サイズは 小で 2048 バイト 、 大で 4096 バイト になり ま す。

デフォ ルト の重大度のレベルは 7 （debugging メ ッ セージ ： 数字的に低いレベル） です。

filesystem:filename フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムのエイリ アスです。 ロ グ メ ッ セージを
持つフ ァイ ルのパス および名前を含みま す。

スタッ ク  メ ンバまたはスタッ ク  マスター上のローカ ル フ ラッ シュ  
フ ァイ ル システ ムの構文 ：
flash:

スタッ ク  マスターから、 スタッ ク  メ ンバ上のローカ ル フ ラッ シュ  
フ ァイ ル システ ムの構文 ：
flash member number

（注） スタッ ク構成をサポート して いるのは、 LAN Base イメ ージを
実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チだけです。

max-file-size （任意） ロ グ フ ァイ ルの 大サイズを指定しま す。 指定でき る範囲は 
4096 ～ 2147483647 です。

nomax （任意） 大フ ァイ ル サイズ （2147483647） を指定しま す。

min-file-size （任意） ロ グ フ ァイ ルの 小サイズを指定しま す。 指定でき る範囲は 
1024 ～ 2147483647 です。

severity-level-number （任意） ロ グ フ ァイ ルの重大度のレベルを指定しま す。 指定でき る範
囲は 0 ～ 7 です。各レベルの意味については type オプショ ンを参照し
てく ださ い。

type （任意） ロ グ タ イプを指定しま す。 次のキーワードが有効です。

• emergencies ： システ ムは使用不可 （重大度 0）

• alerts ： 早急な対応が必要 （重大度 1）

• critical ： 危険な状態 （重大度 2）

• errors ： エラーが発生して いる状態 （重大度 3）

• warnings ： 警告状態 （重大度 4）

• notifications ： 通常ではあるが、 重要なメ ッ セージ （重大度 5）

• informational ： 通知メ ッ セージ （重大度 6）

• debugging ： デバッ グ メ ッ セージ （重大度 7）
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logging file
コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ロ グ フ ァイ ルは ASCII テキスト の形式で、 スタ ン ドアロ ン ス イッ チの内部バッ フ ァに格納さ
れま す。 ス イッ チ スタッ クの場合、 スタッ ク  マスター上の内部バッ フ ァに格納さ れま す。 ス
タ ン ドアロ ン ス イッ チまたはスタッ ク  マスターに障害が発生した場合、 事前に logging file 
flash:filename グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 フ ラッ シュ  メ モリ に
保存して いない限り 、 ロ グは失われま す。

logging file flash:filename グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドで、 ロ グをフ ラッ シュ  
メ モリ に保存した後は、 more flash:filename 特権 EXEC コマン ドを使用してその内容を表示で
きま す。

小フ ァイ ル サイズが、 大フ ァイ ル サイズから  1024 引いた数より 大き い場合、 コマン ドは
その 小フ ァイ ルを拒否し、 大フ ァイ ル サイズから  1024 引いたサイズで設定さ れま す。

level を指定すると 、 そのレベルのメ ッ セージおよび数字的に低いレベルのメ ッ セージが表示さ
れま す。

例 次の例では、 フ ラッ シュ  メ モリ 内のフ ァイ ルに情報レベルのロ グ メ ッ セージを保存する方法
を示しま す。

Switch(config)# logging file flash:logfile informational

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show running-config ス イッ チの実行コ ンフィ ギュレーショ ンを表示しま す。
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mab request format attribute 1
mab request format attribute 1
MAB ユーザ名を設定するには、 グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン モードで mab request 
format attribute 1 コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形
式を使用しま す。

mab request format attribute 1 groupsize {1 | 2 | 4 | 12} separator{- | : | .} {lowercase | 
uppercase}

構文の説明

デフォルト groupsize ： 12
case ： lowercase
separator ： なし

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン （config）

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン mab request format attribute 1 コマン ドは、 MAB アク セス要求パケッ ト の [User-Name] フィ ー
ルドで提供さ れる MAC アドレスの形式を制御しま す。 指定さ れた形式は、 すべての インター
フェ イス上の将来のすべての認証に適用さ れま すが、 既存の認証済みセッ ショ ンには影響を与
えません。

例 次の表に、 groupsize 値と  separator 値のさま ざま な組み合わせに基づいた  [User-Name] の結果
のカスタマイズ例を示しま す。

groupsize 区切り 文字の挿入の前に連結する 16 進ニブルの数を指定しま す。

{1 | 2 | 4 | 12} グループ サイズは、 1、 2、 4、 12 のいずれかである必要があり ま す。

separator groupsize に従って  16 進ニブルを区切る文字を指定しま す。

- | : | . 区切り 文字は、 ハイフン、 コ ロ ン、 ピ リ オドのいずれかである必要が
あり ま す。

lowercase | uppercase 数字以外の  16 進ニブルを小文字または大文字のどちらにするかを指
定しま す。

リ リース 変更内容

15.0(2) SE このコマン ドが追加さ れま した。 

groupsize separator [User-Name] 属性の結果の形式

1 : 0:8:0:0:2:b:8:6:1:9:d:e

2 - 08-00-2b-86-19-de

4 . 0800.2b86.19de

12 なし 08002b8619de
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mab request format attribute 1
関連コマンド コマンド 説明

mab ポート の MAC 認証バイパスを イネーブルにしま す。

mab eap Extensible Authentication Protocol （EAP） を使用するよ う
ポート を設定しま す。

mab request format attribute 2 MAB で生成さ れた  Access-Request パケッ ト 内の 
[User-Password] 属性のカスタ ム パス ワード値を指定しま す。

mab request format attribute 32 ス イッ チで VLAN ID ベースの  MAC 認証を イネーブルにし
ま す。
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mab request format attribute 2
mab request format attribute 2
MAB パス ワードを設定するには、 グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン モードで mab request 
format attribute 2 コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形
式を使用しま す。

mab request format attribute 2 {0 | 7} <LINE>

構文の説明

デフォルト LINE ： username

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン （config）

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン mab request format attribute 2 コマン ドは、 MAB で生成さ れた  Access-Request パケッ ト 内の 
[User-Password] 属性のカスタ ム パス ワード値を指定しま す。 パス ワード範囲はグローバルで
す。 つま り 、 すべてのインターフェ イス上のすべての認証に適用さ れま す。 パス ワードを指定
し ない場合、 パス ワードは （適用さ れて いる形式を含め） ユーザ名と 同じになり ま す。

例 次の表に、 ユーザ名の形式に基づいたパス ワードの例を示しま す。

関連コマンド

0 ク リ アテキスト  パス ワードを指定しま す。

7 暗号化パス ワードを指定しま す。

LINE [User-Password] 属性で使用するパス ワードを指定しま す。

リ リース 変更内容

15.0(2)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

MAC の ユーザ名の形式 指定さ れたパスワード 結果のパスワード

08002b8619de (2, -) なし 08-00-2b-86-19-de

08002b8619de (4, .) Pwd Pwd

コマンド 説明

mab ポート の MAC 認証バイパスを イネーブルにしま す。

mab eap Extensible Authentication Protocol （EAP） を使用するよ う
ポート を設定しま す。

mab request format attribute 1 MAB で生成さ れた  Access-Request パケッ ト の User-Name 属
性内の  MAC アドレスの形式を指定しま す。

mab request format attribute 32 ス イッ チで VLAN ID ベースの  MAC 認証を イネーブルにし
ま す。
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mab request format attribute 32
mab request format attribute 32
ス イッ チ上で VLAN ID ベースの  MAC 認証を イネーブルにするには、 mab request format 
attribute 32 vlan access-vlan グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デ
フォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

mab request format attribute 32 vlan access-vlan

no mab request format attribute 32 vlan access-vlan

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト VLAN-ID ベースの  MAC 認証はディ セーブルです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン RADIUS サーバがホスト  MAC アドレスと  VLAN に基づいて新し いユーザを認証でき るよ うに
するには、 こ のコマン ドを使用しま す。

Microsoft IAS RADIUS サーバを使用したネッ ト ワーク でこの機能を使用しま す。 Cisco ACS は
こ のコマン ドを無視しま す。

例 次の例では、 ス イッ チで VLAN-ID ベースの  MAC 認証を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# mab request format attribute 32 vlan access-vlan

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(52)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

authentication event 特定の認証イベント のアクショ ンを設定しま す。

authentication 
fallback

IEEE 802.1x 認証をサポート し ないク ラ イアント 用のフォールバッ ク
方式と して  Web 認証を使用するよ うポート を設定しま す。

authentication 
host-mode

ポート で認証マネージャ  モードを設定しま す。

authentication open ポート でオープン アク セスを イネーブルまたはディ セーブルにしま
す。

authentication order ポート で使用する認証方式の順序を設定しま す。

authentication 
periodic

ポート の再認証を イネーブルまたはディ セーブルにしま す。
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mab request format attribute 32
authentication 
port-control

ポート の認証ステート の手動制御を イネーブルにしま す。

authentication 
priority

ポート  プラ イオリ ティ  リ スト に認証方式を追加しま す。

authentication timer 802.1x 対応ポート のタ イ ムアウト  パラメ ータと 再認証パラメ ータを設
定しま す。

authentication 
violation

新し いデバイスがポート に接続するか、 ポート にすでに 大数のデバ
イスが接続して いると き に、 新し いデバイスがポート に接続した場合
に発生する違反モードを設定しま す。

mab ポート の MAC-based 認証を イネーブルにしま す。

mab eap Extensible Authentication Protocol （EAP） を使用するよ うポート を設定
しま す。

show authentication ス イッ チの認証マネージャ  イベント に関する情報を表示しま す。

コマンド 説明
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mac access-group
mac access-group
MAC アク セス  コ ント ロール リ スト （ACL） をレ イヤ 2 インターフェ イスに適用するには、
mac access-group インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 インター
フェ イスから すべてまたは指定の  MAC ACL を削除するには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用
しま す。 MAC ACL を作成するには、 mac access-list extended グローバル コ ンフィ ギュレー
ショ ン コマン ドを使用しま す。

mac access-group {name} in 

no mac access-group {name}

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト MAC ACL は、 インターフェ イスには適用さ れません。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン （レ イヤ 2 インターフェ イスだけ）

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン MAC ACL は入力レ イヤ 2 インターフェ イスにだけ適用できま す。

レ イヤ 2 インターフェ イスでは、 IP アク セス  リ スト を使用して  IP ト ラフィ ッ クをフィ ルタ リ
ングし、 MAC アク セス  リ スト を使用して非 IP ト ラフィ ッ クをフィ ルタ リ ングできま す。 イン
ターフェ イスに IP ACL と  MAC ACL の両方を適用すると 、 同じレ イヤ 2 インターフェ イスで 
IP ト ラフィ ッ ク と 非 IP ト ラフィ ッ クの両方をフィ ルタ リ ングできま す。同じレ イヤ 2 インター
フェ イスには、 IP アク セス  リ スト と  MAC アク セス  リ スト を  1 つずつしか適用できません。

MAC ACL がすでにレ イヤ 2 インターフェ イスに設定さ れており 、 新し い MAC ACL を イン
ターフェ イスに適用した場合、 以前に設定さ れて いた  ACL は新し い ACL で置換さ れま す。

ス イッ チは、 MAC ACL が適用さ れた インターフェ イス上で入力パケッ ト を受信すると 、 その  
ACL 内の一致条件を調べま す。 条件が一致すると 、 ス イッ チは ACL に従ってパケッ ト を転送
またはドロッ プしま す。

指定さ れた  ACL が存在し ない場合、 ス イッ チはすべてのパケッ ト を転送しま す。

MAC 拡張 ACL を設定する方法の詳細については、 こ のリ リ ースに対応するソ フト ウェア コ
ンフィ ギュレーショ ン ガイ ドの 「Configuring Network Security with ACLs」 の章を参照してく だ
さ い。

name 名前付き  MAC アク セス  リ スト を指定しま す。

in ACL が入力方向に適用さ れるよ うに指定しま す。 出力 ACL はレ イヤ 2 イン
ターフェ イスではサポート さ れて いません。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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例 次の例では、 macacl2 と 名付けら れた  MAC 拡張 ACL を インターフェ イスに適用する方法を示
しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# mac access-group macacl2 in

設定を確認するには、 show mac access-group 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。 ス イッ チに設
定さ れた  ACL を表示するには、 show access-lists 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show access-lists ス イッ チで設定さ れる ACL を表示しま す。

show link state group ス イッ チで設定さ れる MAC ACL を表示しま す。

show running-config ス イッ チの実行コ ンフィ ギュレーショ ンを表示しま す。
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mac access-list extended
非 IP ト ラフィ ッ クの MAC アドレスに基づいたアク セス  リ スト を作成するには、 mac 
access-list extended グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 こ のコマン ド
を使用すると 、拡張 MAC アク セス  リ スト  コ ンフィ ギュレーショ ン モードに入り ま す。 デフォ
ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

mac access-list extended name

no mac access-list extended name

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト デフォ ルト では、 MAC アク セス  リ スト は作成さ れません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 名前付き  MAC 拡張リ スト はク ラス  マッ プと と も に使用さ れま す。

名前付き  MAC 拡張 ACL を、 レ イヤ 2 インターフェ イスに適用できま す。

mac access-list extended コマン ドを入力すると 、 MAC アク セス  リ スト  コ ンフィ ギュレーショ
ン モードがイネーブルになり ま す。 使用でき るコ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドは、 次のと
おり です。

• default ： コ マン ドをそのデフォ ルト に設定しま す。

• deny ： パケッ ト を拒否するよ うに指定しま す。 詳細については、 deny （MAC アク セス  リ
スト  コ ンフィ ギュレーショ ン） MAC アク セス  リ スト  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを
参照してく ださ い。

• exit ： MAC アク セス  リ スト  コ ンフィ ギュレーショ ン モードを終了しま す。

• no ： コ マン ドを無効にするか、 デフォ ルト 値を設定しま す。

• permit ： パケッ ト を転送するよ うに指定しま す。 詳細については、 permit （MAC アク セス  
リ スト  コ ンフィ ギュレーショ ン） コマン ドを参照してく ださ い。

MAC 拡張アク セス  リ スト の詳細については、 このリ リ ースに対応するソ フト ウェア コ ンフィ
ギュレーショ ン ガイ ドを参照してく ださ い。

name MAC 拡張アク セス  リ スト に名前を割り 当てま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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例 次の例では、 名前付き  MAC 拡張アク セス  リ スト  mac1 を作成し、 拡張 MAC アク セス  リ スト  
コ ンフィ ギュレーショ ン モードを開始する方法を示しま す。

Switch(config)# mac access-list extended mac1
Switch(config-ext-macl)#

次の例では、 名前付き  MAC 拡張アク セス  リ スト  mac1 を削除する方法を示しま す。

Switch(config)# no mac access-list extended mac1

設定を確認するには、 show access-lists 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

deny （MAC アク セス  
リ スト  コ ンフィ ギュ
レーショ ン）

permit （MAC アク セ
ス  リ スト  コ ンフィ
ギュレーショ ン）

MAC ACL を設定しま す （拡張 MAC アク セス  リ スト  コ ンフィ ギュ
レーショ ン モード）。

show access-lists ス イッ チで設定さ れるアク セス  リ スト を表示しま す。
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mac address-table aging-time
ダイナミ ッ ク  エント リ が使用または更新さ れた後、 MAC アドレス  テーブル内に維持さ れる時
間を設定するには、mac address-table aging-time グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ド
を使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。 エージン
グ タ イ ムはすべての  VLAN、 または指定の  VLAN に対して適用さ れま す。

mac address-table aging-time {0 | 10-1000000} [vlan vlan-id]

no mac address-table aging-time {0 | 10-1000000} [vlan vlan-id]

構文の説明

デフォルト デフォ ルト は 300 秒です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ホスト が継続して送信し ない場合、 エージング タ イ ムを長く して、 より 長い時間ダイナミ ッ ク  
エント リ を記録してく ださ い。 時間を長く するこ と で、 ホスト が再送信した場合にフラッ ディ
ングが起こ り にく く なり ま す。

特定の  VLAN を指定し ない場合、 こ のコマン ドはすべての  VLAN に対してエージング タ イ ム
を設定しま す。

例 次の例では、 すべての  VLAN にエージング タ イ ムを  200 秒に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# mac address-table aging-time 200

show mac address-table aging-time 特権 EXEC コマン ドを入力すると 、 設定を確認できま す。

関連コマンド

0 こ の値はエージングをディ セーブルにしま す。 スタティ ッ ク  アドレスは、
期限切れになるこ と も テーブルから削除さ れるこ と も あり ません。

10-1000000 エージング タ イ ム （秒）。 指定でき る範囲は 10 ～ 1000000 秒です。

vlan vlan-id （任意） エージング タ イ ムを適用する VLAN ID を指定しま す。 指定でき
る範囲は 1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show mac address-table aging-time すべての  VLAN または指定さ れた  VLAN の、 MAC ア
ドレス  テーブルのエージング タ イ ムを表示しま す。
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mac address-table learning vlan
VLAN で MAC アドレス  ラーニングを イネーブルにするには、 mac address-table learning グ
ローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 こ れがデフォ ルト の状態になり ま
す。 VLAN で MAC アドレス  ラーニングをディ セーブルにして、 MAC アドレスを学習でき る 
VLAN を制御するには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

mac address-table learning vlan vlan-id 

no mac address-table learning vlan vlan-id

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト デフォ ルト では、 MAC アドレス  ラーニングはすべての  VLAN でイネーブルです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン VLAN で MAC アドレス  ラーニングを制御する場合、 MAC アドレスを学習でき る VLAN、 さ
らにポート を制御するこ と で、 利用可能な MAC アドレス  テーブル スペースを管理できま す。

1 つの  VLAN ID （たと えば、 no mac address-table learning vlan 223） または VLAN ID の範囲
（たと えば、 no mac address-table learning vlan 1-20, 15） での  MAC アドレス  ラーニングをディ
セーブルにするこ と ができま す。

MAC アドレス  ラーニングをディ セーブルにする前に、 ネッ ト ワーク  ト ポロジと ス イッ チ シス
テ ム設定に詳し いこ と を確認してく ださ い。 VLAN で MAC アドレス  ラーニングをディ セーブ
ルにすると 、 ネッ ト ワーク でフ ラッ ディ ングを引き起こ す可能性があり ま す。 たと えば、 ス
イッ チ仮想インターフェ イス （SVI） を設定済みの  VLAN で MAC アドレス  ラーニングをディ
セーブルにした場合、 ス イッ チはレ イヤ 2 ドメ インにすべての  IP パケッ ト をフ ラッ ディ ングし
ま す。3 つ以上のポート を含む VLAN で MAC アドレス  ラーニングをディ セーブルにした場合、
ス イッ チに着信するすべてのパケッ ト は、 その  VLAN ドメ インでフ ラッ ディ ングしま す。
MAC アドレス  ラーニングのディ セーブル化はポート を  2 つ含む VLAN だけで行い、 SVI のあ
る VLAN で MAC アドレス  ラーニングをディ セーブルにする場合は十分注意してく ださ い。

ス イッ チが内部的に使用する VLAN で MAC アドレス  ラーニングはディ セーブルにできませ
ん。no mac address-table learning vlan vlan-id コマン ドに入力する VLAN ID が内部 VLAN であ
る場合、 ス イッ チはエラー メ ッ セージを生成してコマン ドを拒否しま す。 使用して いる内部 
VLAN を表示するには、 show vlan internal usage 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

vlan-id 1 つの  VLAN ID、 またはハイフンあるいはカンマで区切った  VLAN 
ID の範囲を指定しま す。 指定でき る VLAN ID は 1 ～ 4094 です。 

リ リース 変更内容

12.2(46)SE1 このコマン ドが追加さ れま した。 
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プラ イベート  VLAN のプラ イマリ またはセカンダリ  VLAN と して設定さ れた  VLAN で MAC ア
ドレス  ラーニングをディ セーブルにする場合、 MAC アドレスは、 そのプラ イベート  VLAN に
属する別の VLAN （プラ イマリ またはセカンダリ ） 上で引き続き学習さ れま す。

RSPAN VLAN で MAC アドレス  ラーニングはディ セーブルにできません。設定するこ と 自体で
きません。

セキュ ア ポート を含む VLAN で MAC アドレス  ラーニングをディ セーブルにする場合、セキュ
ア ポート で MAC アドレス  ラーニングはディ セーブルになり ません。 後でインターフェ イスの
ポート  セキュ リ ティ をディ セーブルにすると 、 ディ セーブルになった  MAC アドレス  ラーニン
グの状態がイネーブルになり ま す。

すべての  VLAN、 または指定した  VLAN の  MAC アドレス  ラーニングのステータスを表示する
には、 show mac-address-table learning [vlan vlan-id] コマン ドを入力しま す。

例 次の例では、 VLAN 2003 で MAC アドレス  ラーニングをディ セーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# no mac address-table learning vlan 2003

すべての  VLAN、 または指定した  VLAN の  MAC アドレス  ラーニングのステータスを表示する
には、 show mac-address-table learning [vlan vlan-id] コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show mac address-table learning すべての  VLAN または指定した  VLAN の  MAC アドレ
ス  ラーニングのステータスを表示しま す。
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mac address-table move update
MAC アドレス  テーブル移行更新機能を イネーブルにするには、mac address-table move update 
グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ
のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

mac address-table move update {receive | transmit}

no mac address-table move update {receive | transmit}

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

デフォルト デフォ ルト では、 MAC アドレス  テーブル移行更新機能はディ セーブルです。

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン MAC アドレス  テーブル移行更新機能により 、 プラ イマリ （フォ ワーディ ング） リ ンク がダウ
ンし、 スタ ンバイ リ ンク がト ラフィ ッ クのフォ ワーディ ングを開始した場合、 ス イッ チは高速
双方向コ ンバージェンスを提供できま す。

プラ イマリ  リ ンク がダウンし、 スタ ンバイ リ ンク が起動した場合、 アク セス  ス イッ チが MAC 
アドレス  テーブル移行更新メ ッ セージを送信するよ うに設定できま す。 アッ プリ ンク  ス イッ
チが、 MAC アドレス  テーブル移行更新メ ッ セージを受信および処理するよ うに設定できま す。

例 次の例では、 アク セス  ス イッ チが MAC アドレス  テーブル移行更新メ ッ セージを送信するよ う
に設定する方法を示しま す。

Switch# configure terminal 
Switch(conf)# mac address-table move update transmit
Switch(conf)# end

receive ス イッ チが MAC アドレス  テーブル移行更新メ ッ セージを処理するよ
う指定しま す。

transmit プラ イマリ  リ ンク がダウンし、 スタ ンバイ リ ンク が起動した場合、
ス イッ チが MAC アドレス  テーブル移行更新メ ッ セージを ネッ ト ワー
クの他のス イッ チに送信するよ う指定しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)SED このコマン ドが追加さ れま した。 
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次の例では、 アッ プリ ンク  ス イッ チが MAC アドレス  テーブル移行更新メ ッ セージを取得およ
び処理するよ うに設定する方法を示しま す。

Switch# configure terminal 
Switch(conf)# mac address-table move update receive
Switch(conf)# end

設定を確認するには、 show mac address-table move update 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

clear mac address-table move 
update

MAC アドレス  テーブル移行更新グローバル カ ウンタを
ク リ アしま す。

debug matm move update MAC アドレス  テーブル移行更新メ ッ セージ処理をデ
バッ グしま す。

show mac address-table move 
update

ス イッ チに MAC アドレス  テーブル移行更新情報を表示
しま す。
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mac address-table notification
ス イッ チ スタッ ク上で MAC アドレス通知機能を イネーブルにするには、 mac address-table 
notification グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻
すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

mac address-table notification {change [history-size value | interval value] | mac-move | 
threshold [[limit percentage] interval time]}

no mac address-table notification {change [history-size value | interval value] | mac-move | 
threshold [[limit percentage] interval time]}

構文の説明

デフォルト デフォ ルト では、 MAC アドレス通知、 MAC 移動、 および MAC しき い値モニタ リ ングがディ
セーブルです。

デフォ ルト の MAC 変更ト ラッ プ間隔は 1 秒です。

履歴テーブルのデフォ ルト のエント リ 数は 1 です。

デフォ ルト の MAC 利用率しき い値は 50% です。

MAC しき い値通知間のデフォ ルト の時間は 120 秒です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

change ス イッ チ上で MAC 通知を イネーブルまたはディ セーブルにしま す。

history-size value （任意） MAC 通知履歴テーブルのエント リ の 大数を設定しま す。 指
定でき る範囲は 0 ～ 500 エント リ です。 デフォ ルト は 1 です。

interval value （任意） 通知ト ラッ プ間隔を設定しま す。 この時間量が過ぎると 、 ス
イッ チ スタッ ク は通知ト ラッ プを送信しま す。指定でき る範囲は 0 ～ 
2147483647 秒です。 デフォ ルト は 1 秒です。

mac-move MAC 移動通知を イネーブルにしま す。

threshold MAC しき い値通知を イネーブルにしま す。

limit percentage （任意） MAC 利用率しき い値を入力しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 
100% です。 デフォ ルト 値は 50% です。

interval time （任意） MAC しき い値通知の間の時間を入力しま す。 指定でき る範囲
は 120 ～ 1000000 秒です。 デフォ ルト 値は 120 秒です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(40)SE change、mac-move、 および threshold [[limit percentage] interval time] 

キーワードが追加さ れま した。
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使用上のガイド ライン MAC アドレス通知変更機能は、 新し い MAC アドレスが転送テーブルに追加さ れたり 、 古いア
ドレスがそこ から削除さ れたり するたびに、 簡易ネッ ト ワーク管理プロト コ ル （SNMP） ト
ラッ プを ネッ ト ワーク管理システ ム （NMS） に送信しま す。 MAC 変更通知はダイナミ ッ ク お
よびセキュ ア MAC アドレスだけに生成さ れ、 セルフ  アドレス、 マ ルチキャ スト  アドレス、 ま
たは他のスタティ ッ ク  アドレスには生成さ れません。

history-size オプショ ンを設定して いる場合、 既存の  MAC アドレス履歴テーブルが削除さ れ、
新し いテーブルが作成さ れま す。

mac address-table notification change コマン ドを使用すれば、 MAC アドレス通知変更機能がイ
ネーブルになり ま す。 また、 snmp trap mac-notification change インターフェ イス  コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドでインターフェ イス上の  MAC アドレス通知ト ラッ プを イネーブルに
し、snmp-server enable traps mac-notification change グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマ
ン ドでス イッ チが MAC アドレス  ト ラッ プを  NMS に送信するよ う設定する必要があり ま す。

また、 mac address-table notification mac-move コマン ドおよび snmp-server enable traps 
mac-notification move グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力するこ と により 、
MAC アドレスが 1 つのポート から同じ  VLAN の別のポート に移動した場合、 常にト ラッ プを
イネーブルにできま す。

MAC アドレス  テーブルのしき い値制限に達するかそれを超えた場合に常にト ラッ プを生成す
るには、 mac address-table notification threshold [limit percentage] | [interval time] コマン ドおよ
び snmp-server enable traps mac-notification threshold グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コ
マン ドを入力しま す。

例 次の例では、 MAC アドレス  テーブル変更通知機能を イネーブルにし、 通知ト ラッ プの間隔を  
60 秒、 履歴テーブルのサイズを  100 エント リ に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# mac address-table notification change 
Switch(config)# mac address-table notification change interval 60 
Switch(config)# mac address-table notification change history-size 100

show mac address-table notification 特権 EXEC コマン ドを入力すれば、 設定を確認するこ と が
できま す。

関連コマンド コマンド 説明

clear mac address-table notification MAC アドレス通知グローバル カ ウンタをク リ アしま
す。

show mac address-table notification すべてのインターフェ イスまたは指定さ れた インター
フェ イスに対する MAC アドレス通知設定を表示しま
す。

snmp-server enable traps mac-notification キーワードが追加さ れた場合に SNMP 
MAC 通知ト ラッ プを送信しま す。

snmp trap mac-notification change 特定のインターフェ イスの  SNMP MAC 通知変更ト
ラッ プを イネーブルにしま す。
2-317
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
mac address-table static
mac address-table static
MAC アドレス  テーブルにスタティ ッ ク  アドレスを追加するには、 mac address-table static グ
ローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 スタティ ッ ク  エント リ をテーブル
から削除するには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

mac address-table static mac-addr vlan vlan-id interface interface-id

no mac address-table static mac-addr vlan vlan-id [interface interface-id]

構文の説明

デフォルト スタティ ッ ク  アドレスは設定さ れて いません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

例 次の例では、 MAC アドレス  テーブルにスタティ ッ ク  アドレス  c2f3.220a.12f4 を追加する方法
を示しま す。 VLAN 4 でこの  MAC アドレスを宛先と してパケッ ト を受信すると 、 パケッ ト は
指定さ れた インターフェ イスに転送さ れま す。

Switch(config)# mac address-table static c2f3.220a.12f4 vlan 4 
interfacegigabitethernet6/0/1  

設定を確認するには、 show mac address-table 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

mac-addr アドレス  テーブルに追加する宛先 MAC アドレス （ユニキャ スト
またはマ ルチキャ スト ）。 こ の宛先アドレスを持つパケッ ト が指
定した  VLAN に着信すると 、 指定した インターフェ イスに転送さ
れま す。

vlan vlan-id 指定した  MAC アドレスを持つパケッ ト を受信する VLAN を指定
しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 4094 です。

interface interface-id 受信さ れたパケッ ト を転送するインターフェ イス。 有効なイン
ターフェ イスには、 物理ポート と ポート  チャ ネルが含ま れま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show mac address-table static スタティ ッ ク  MAC アドレス  テーブル エント リ だけを表示し
ま す。
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mac address-table static drop
ユニキャ スト  MAC アドレス  フィ ルタ リ ングを イネーブルにして、 特定の送信元または宛先 
MAC アドレスのト ラフィ ッ クを ドロッ プするよ うにス イッ チを設定するには mac 
address-table static drop グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。デフォ ル
ト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

mac address-table static mac-addr vlan vlan-id drop

no mac address-table static mac-addr vlan vlan-id 

構文の説明

デフォルト ユニキャ スト  MAC アドレス  フィ ルタ リ ングはディ セーブルです。 ス イッ チは、 特定の送信元
または宛先 MAC アドレスのト ラフィ ッ クを ドロッ プしません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ の機能を使用する場合は、 次の注意事項に従ってく ださ い。

• マ ルチキャ スト  MAC アドレス、 ブロードキャ スト  MAC アドレス、 およびルータ  MAC ア
ドレスはサポート さ れません。 CPU に転送さ れるパケッ ト も サポート さ れません。

• ユニキャ スト  MAC アドレスをスタティ ッ ク  アドレスと して追加し、ユニキャ スト  MAC ア
ドレス  フィ ルタ リ ングを設定する場合は、 後に入力さ れたコマン ドに応じて、 ス イッ チ
は MAC アドレスをスタティ ッ ク  アドレスと して追加するか、またはその  MAC アドレスを
持つパケッ ト を ドロッ プしま す。 2 番めに入力したコマン ドは、 初のコマン ドを上書き
しま す。

たと えば、mac address-table static mac-addr vlan vlan-id interface interface-id グローバル コ
ンフィ ギュレーショ ン コマン ドの後に mac address-table static mac-addr vlan vlan-id drop 
コマン ドを入力した場合は、 ス イッ チは送信元または宛先と して指定さ れた  MAC アドレ
スを持つパケッ ト を ドロッ プしま す。

mac address-table static mac-addr vlan vlan-id drop グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コ
マン ドの後に mac address-table static mac-addr vlan vlan-id interface interface-id コマン ド
を入力した場合は、 ス イッ チがその  MAC アドレスをスタティ ッ ク  アドレスと して追加し
ま す。

mac-addr ユニキャ スト 送信元または宛先 MAC アドレス。こ の  MAC アドレスを持つ
パケッ ト は ドロッ プさ れま す。

vlan vlan-id 指定した  MAC アドレスを持つパケッ ト を受信する VLAN を指定しま す。
指定でき る VLAN ID の範囲は 1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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mac address-table static drop
例 次の例では、 ユニキャ スト  MAC アドレス  フィ ルタ リ ングを イネーブルにし、 c2f3.220a.12f4 の
送信元または宛先アドレスを持つパケッ ト を ドロッ プするよ うにス イッ チを設定する方法を示
しま す。 送信元または宛先と してこ の  MAC アドレスを持つパケッ ト が VLAN4 上で受信さ れ
た場合、 パケッ ト が ドロッ プさ れま す。

Switch(config)# mac address-table static c2f3.220a.12f4 vlan 4 drop

次の例では、 ユニキャ スト  MAC アドレス  フィ ルタ リ ングをディ セーブルにする方法を示し
ま す。

Switch(config)# no mac address-table static c2f3.220a.12f4 vlan 4 

show mac address-table static 特権 EXEC コマン ドを入力すれば、 設定を確認するこ と ができ
ま す。

関連コマンド コマンド 説明

show mac address-table static スタティ ッ ク  MAC アドレス  テーブル エント リ だけを表示し
ま す。
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match （ク ラスマッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン）
match （ク ラスマッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン）
ト ラフィ ッ クを分類するための一致条件を定義するには、 match ク ラス  マッ プ コ ンフィ ギュ
レーショ ン コマン ドを使用しま す。 一致基準を削除するには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用
しま す。

match {access-group acl-index-or-name | ip dscp dscp-list | ip precedence ip-precedence-list}

no match {access-group acl-index-or-name | ip dscp dscp-list | ip precedence ip-precedence-list}

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト 一致基準は定義さ れません。

コマンド  モード ク ラス  マッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン パケッ ト を分類するために着信パケッ ト のどのフィ ールドを調べるのかを指定する場合は、
match コマン ドを使用しま す。 IP アク セス  グループまたは MAC アク セス  グループの  Ether 
Type/Len の照合だけがサポート さ れて いま す。

物理ポート 単位でパケッ ト 分類を定義するため、ク ラス  マッ プごと に 1 つずつに限り  match コ
マン ドがサポート さ れて いま す。 こ の状況では、 match-all キーワードと  match-any キーワー
ドは同じです。

match ip dscp dscp-list コマン ドまたは match ip precedence ip-precedence-list コマン ドの場合は、
よく 使用さ れる値のニーモニッ ク名を入力できま す。 たと えば、 match ip dscp af11 コマン ドを
入力できま す。 こ のコマン ドは、 match ip dscp 10 コマン ドを入力した場合と 同じ結果になり
ま す。 また、 match ip precedence critical コマン ドを入力できま す。 このコマン ドは、 match ip 

access-group 
acl-index-or-name

IP 標準または拡張 Access Control List （ACL） または MAC ACL の番
号または名前です。 IP 標準 ACL の場合、 ACL インデッ ク ス範囲は 
1 ～ 99 および 1300 ～ 1999 です。 IP 拡張 ACL の場合、 ACL インデッ
ク ス範囲は 100 ～ 199 および 2000 ～ 2699 です。

ip dscp dscp-list 着信パケッ ト と の照合を行 うための、 大 8 つまでの  IP DiffServ コー
ド  ポイント （DSCP） 値のリ スト です。 各値はスペースで区切り ま
す。 指定でき る範囲は 0 ～ 63 です。 よく 使用さ れる値の場合は、
ニーモニッ ク名を入力するこ と も できま す。

ip precedence 
ip-precedence-list

着信パケッ ト と の照合を行 うための、 大 8 つの  IP precedence 値のリ
スト です。 各値はスペースで区切り ま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 7 で
す。 よく 使用さ れる値の場合は、 ニーモニッ ク名を入力するこ と も で
きま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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match（ クラスマッ プ  コンフィ ギュレーショ ン）
precedence 5 コマン ドを入力した場合と 同じ結果になり ま す。 サポート さ れて いるニーモニッ
クのリ スト を表示するには、 match ip dscp ? または match ip precedence ? コマン ドを入力し
て、 コマン ド ラ インのヘルプ スト リ ングを表示してく ださ い。

例 次の例では、 ク ラス  マッ プ class2 を作成する方法を示しま す。 このマッ プは、 DSCP 値 10、
11、 および 12 を持つすべての着信ト ラフィ ッ ク に一致しま す。

Switch(config)# class-map class2
Switch(config-cmap)# match ip dscp 10 11 12
Switch(config-cmap)# exit

次の例では、 ク ラス  マッ プ class3 を作成する方法を示しま す。 こ のマッ プは、 IP precedence 値 
5、 6、 および 7 を持つすべての着信ト ラフィ ッ ク に一致しま す。

Switch(config)# class-map class3
Switch(config-cmap)# match ip precedence 5 6 7 
Switch(config-cmap)# exit

次の例では、 IP precedence 一致基準を削除し、 acl1 を使用してト ラフィ ッ クを分類する方法を
示しま す。

Switch(config)# class-map class2
Switch(config-cmap)# match ip precedence 5 6 7 
Switch(config-cmap)# no match ip precedence
Switch(config-cmap)# match access-group acl1
Switch(config-cmap)# exit

show class-map 特権 EXEC コマン ドを入力すると 、 設定を確認できま す。

関連コマンド コマンド 説明

class-map 名前を指定したク ラスと パケッ ト と の照合に使用するク ラス  マッ プ
を作成しま す。

show class-map Quality of Service （QoS） ク ラス  マッ プを表示しま す。
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mdix auto
インターフェ イスで Automatic Medium-Dependent Interface crossover （Auto-MDIX） 機能を イ
ネーブルにするには、 mdix auto インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用し
ま す。 Auto MDIX がイネーブルな場合、 インターフェ イスは自動的に必要なケーブル接続タ イ
プ （スト レート またはク ロス） を検出し、 接続を適切に設定しま す。 Auto MDIX をディ セーブ
ルにするには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

mdix auto

no mdix auto

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト Auto MDIX は、 イネーブルです。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン インターフェ イスの  Auto MDIX を イネーブルにする場合は、 機能が正常に動作するよ うに、 イ
ンターフェ イス速度と デュプレッ ク スも  auto に設定する必要があり ま す。

Auto MDIX が （速度と デュプレッ ク スの自動ネゴシエーショ ンと と も に） 接続するインター
フェ イスの一方または両方でイネーブルの場合は、 ケーブル タ イプ （スト レート またはク ロ
ス） が不正でも リ ンク がアッ プしま す。

Auto MDIX は、 すべての  10/100 および 10/100/1000 Mb/s インターフェ イスでサポート さ れま
す。 自動 MDIX は、 1000BASE-SX または -LX Small Form-Factor Pluggable （SFP） モジュール 
ポート ではサポート さ れません。

例 次の例では、 ポート の  Auto MDIX を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1 
Switch(config-if)# speed auto
Switch(config-if)# duplex auto
Switch(config-if)# mdix auto
Switch(config-if)# end

インターフェ イスの  auto-MDIX の動作ステート を確認するには、 show controllers 
ethernet-controller interface-id phy 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
2-323
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド

media-type（ インターフェ イス  コンフィ ギュレーショ ン）
media-type （インターフェ イス コ ンフィ ギュレーショ ン）
デュ アルパーパス  アッ プリ ンク  ポート の インターフェ イス  タ イプを手動で選択したり 、 初
にリ ンク が確立さ れたタ イプをス イッ チで動的に選択するよ うに設定したり するには、
media-type インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設
定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

media-type {auto-select | rj45 | sfp}

no media-type

構文の説明

デフォルト デフォ ルト は auto-select によ る動的選択です。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン デュ アルパーパス  アッ プリ ンクを冗長リ ンク と して使用するこ と はできません。

デュ アルパーパス  アッ プリ ンクの速度と デュプレッ ク スを設定するには、 インターフェ イス  
タ イプを選択する必要があり ま す。 タ イプを変更すると 、 速度と デュプレッ ク スの設定は削除
さ れま す。 ス イッ チはいずれのタ イプも 、 速度と デュプレッ ク スの両方の自動ネゴシエーショ
ンに基づいて設定しま す （デフォ ルト ）。

auto-select を選択した場合、 ス イッ チは 初にリ ンク が確立さ れたタ イプを動的に選択しま
す。 リ ンク がアッ プの状態になると 、 アク ティ ブなリ ンク がダウンの状態になるまで、 ス イッ
チにより その他のタ イプがディ セーブル化さ れま す。 アク ティ ブなリ ンク がダウンの状態にな
ると 、 いずれかのリ ンク がアッ プの状態になるまで、 ス イッ チにより 両方のタ イプがイネーブ
ル化さ れま す。 auto-select モードでは、 ス イッ チにより 両方のタ イプが速度およびデュプレッ
ク スの自動ネゴシエーショ ンに設定さ れま す （デフォ ルト ）。

rj45 を選択した場合、 ス イッ チは SFP モジュール インターフェ イスをディ セーブルにしま す。
こ のポート にケーブルを接続しても 、 RJ-45 側がダウンして いる場合または接続さ れて いない
場合であっても 、 リ ンクを確立するこ と はできません。 こ のモードでは、 デュ アルパーパス  
ポート は 10/100/1000BASE-TX インターフェ イスと 同様の動作をしま す。 この インターフェ イ
ス  タ イプに対応した速度およびデュプレッ ク スの設定が可能です。

auto-select 初にリ ンク が確立さ れたタ イプをス イッ チで動的に選択しま す。

rj45 RJ-45 インターフェ イスを選択しま す。

sfp 小型フォー ム フ ァク タ  モジュール インターフェ イスを選択しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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media-type （インターフェ イス コ ンフィ ギュレーショ ン）
sfp を選択した場合、 ス イッ チは RJ-45 インターフェ イスをディ セーブルにしま す。 こ のポート
にケーブルを接続しても 、 SFP モジュール側がダウンして いる場合または SFP モジュールが存
在し ない場合であっても 、 リ ンクを確立するこ と はできません。 インスト ールさ れて いる SFP 
モジュールのタ イプに基づいて、 こ の インターフェ イス  タ イプに対応した速度およびデュプ
レッ ク スの設定が可能です。

ス イッ チの電源を  ON にした場合、 または shutdown および no shutdown インターフェ イス  コ
ンフィ ギュレーショ ン コマン ドでデュ アルパーパス  アッ プリ ンク  ポート を イネーブル化した
場合、 SFP モジュール インターフェ イスが選択さ れま す。 こ れ以外の場合、 初にアッ プの状
態になったリ ンクのタ イプに基づいて、 アク ティ ブなリ ンク が選択さ れま す。

auto-select を設定した場合、speed および duplex インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コ
マン ドによ る設定は行えません。

こ のス イッ チと  100BASE-X （-X は -BX、 -FX、 -FE、 -LX のいずれか） SFP モジュールを組み
合わせると 、 次のよ うに動作しま す。

• 100BASE -X SFP がモジュール スロッ ト に挿入さ れ、 RJ-45 側にリ ンク が存在し ない場合に
は、 ス イッ チは RJ-45 インターフェ イスをディ セーブルにし、 SFP モジュール インター
フェ イスを選択しま す。 SFP 側にケーブルが接続さ れておらず、 リ ンク がない場合でも 、
こ のよ うな動作になり ま す。

• 100BASE-X SFP モジュールが挿入さ れており 、 RJ-45 側にリ ンク が存在する場合には、 ス
イッ チはそのリ ンクを使用しま す。 リ ンク がダウンの状態になると 、 ス イッ チにより  
RJ-45 側がディ セーブル化さ れ、 SFP モジュール インターフェ イスが選択さ れま す。

• 100BASE-X SFP モジュールが取り 外さ れると 、 ス イッ チはタ イプの動的選択 （auto-select）
に戻り 、 RJ-45 側を再度イネーブルにしま す。

100BASE-FX-GE SFP モジュールの場合、 こ の機能はあり ません。

例 次の例では、 SFP インターフェ イスを選択するよ う設定する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet0/1 
Switch(config-if)# media-type sfp

設定を確認するには、show interfaces interface-id capabilities または show interfaces interface-id 
transceiver properties 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show interfaces 
capabilities

すべての インターフェ イスまたは特定の インターフェ イスの機能を表
示しま す。

show interfaces 
transceiver properties

インターフェ イスの速度と デュプレッ ク スの設定およびメ ディ アタ イ
プを表示しま す。
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media-type rj45（ ライン  コンフィ ギュレーショ ン）
media-type rj45 （ライン コ ンフィ ギュレーショ ン）
USB コ ンソール ポート に接続さ れて いるデバイスがあるかど うかにかかわらず、 入力用の  
RJ-45 コ ンソール接続を手動で選択するには、 media-type rj45 ラ イン コ ンフィ ギュレーショ ン 
コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。
デバイスが両方のコ ンソールに接続さ れて いる場合は、 USB コ ンソールが優先さ れま す。

media-type rj45 

no media-type rj45

（注） こ のコマン ドは、Catalyst 2960-S および Catalyst 2960-C ス イッ チでのみサポート さ れて いま す。

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト デフォ ルト では、 ス イッ チは入力に USB コ ンソール コ ネク タを使用しま す。

コマンド  モード ラ イン コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のス イッ チには、USB ミ ニ  タ イプ B コ ンソール コ ネク タと  USB コ ンソール コ ネク タがあり
ま す。 コ ンソール出力は、 両方のコ ネク タに接続さ れて いるデバイスに表示さ れま すが、 コ ン
ソール入力は一度に片方の入力でしかアク ティ ブにならず、 USB コ ネク タが優先さ れま す。
media-type rj45 ラ イン コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを設定すると 、 USB コ ンソールの動
作がディ セーブルになり 、 入力は常に RJ-45 コ ンソールで行 う よ うになり ま す。

ターミ ナル エミ ュレーショ ン アプリ ケーショ ンを持つ電源の入ったデバイスが接続さ れて い
る場合には、 no media-type rj45 ラ イン コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力すると 、 ただ
ちに USB コ ンソールがアク ティ ブになり ま す。

USB コ ネク タを外すと 、 常に RJ-45 コ ネク タからの入力がイネーブルになり ま す。

show running config 特権 EXEC コマン ドを入力するこ と によって、 設定を確認できま す。

例 次の例では、 常に RJ-45 コ ンソール入力を使用するよ うにス イッ チを設定しま す。

Switch(config)# line console 0
Switch(config-line)# media-type rj45

次の例では、 電源の入ったデバイスが接続さ れて いる場合には常に USB コ ンソール入力を使
用するよ うにス イッ チを設定しま す。

Switch(config)# line console 0
Switch(config-line)# no media-type rj45

リ リース 変更内容

12.2(53)SE1 このコマン ドが追加さ れま した。 
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media-type rj45 （ラ イン コ ンフィ ギュレーショ ン）
関連コマンド コマンド 説明

usb-inactivity-timeout USB コ ンソール ポート の非アクティ ビティ  タ イ ムアウト を指定しま す。
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mls qos
mls qos
ス イッ チ全体の  Quality of Service （QoS） を イネーブルにするには、 mls qos グローバル コ ン
フィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 mls qos コマン ドを入力すると 、 システ ム内のす
べてのポート でデフォ ルト  パラメ ータが使用さ れて  QoS がイネーブルになり ま す。 ス イッ チ
全体のすべての  QoS 関連の統計を リ セッ ト し、 QoS 機能をディ セーブルにするには、 こ のコマ
ン ドの  no 形式を使用しま す。

mls qos 

no mls qos

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト QoS はディ セーブルです。 パケッ ト が変更さ れない （パケッ ト 内の CoS、 DSCP、 および IP 
precedence 値は変更さ れない） ため、 信頼でき るポート または信頼でき ないポート と いった概念
は存在しません。 ト ラフィ ッ クは Pass-Through モードでス イッ チングさ れま す （パケッ ト は書き
換えられるこ と なく ス イッ チングさ れ、 ポリ シングなしのベスト  エフォート に分類さ れま す）。

mls qos グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドによって  QoS がイネーブル化さ れ、 その
他のすべての  QoS 設定値がデフォ ルト 値に設定さ れて いる場合、 ト ラフィ ッ ク はポリ シングさ
れず、 ベスト エフォート （DSCP 値と  CoS 値は 0 に設定さ れる） と して分類さ れま す。 ポリ
シー マッ プは設定さ れません。 すべてのポート 上のデフォ ルト  ポート の信頼性は、 信頼性な
し （untrusted） の状態です。 デフォ ルト の入力キューおよび出力キューの設定値が有効と なり
ま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン QoS 分類、 ポリ シング、 マーク ダウンまたはドロッ プ、 キューイング、 ト ラフィ ッ ク  シェーピ
ング機能を使用するには、 QoS を グローバルにイネーブルにする必要があり ま す。 mls qos コ
マン ドを入力する前に、 ポリ シー マッ プを作成しそれをポート に適用できま す。 ただし、 mls 
qos コマン ドを入力して いない場合、 QoS 処理はディ セーブルになり ま す。

no mls qos コマン ドを入力しても 、 QoS を設定するために使用したポリ シー マッ プと ク ラス  
マッ プは設定から削除さ れません。 ただし、 システ ム リ ソースを節約するため、 ポリ シー 
マッ プに対応するエント リ はス イッ チ ハード ウェアから削除さ れま す。 以前の設定で QoS を
再度イネーブルにする場合、 mls qos コマン ドを使用しま す。

こ のコマン ドでス イッ チの  QoS 状態を切り 替えるこ と で、 キューのサイズが修正 （再割り 当
て） さ れま す。 キュー サイズの変更時には、 ハード ウェアを再設定する期間中キューは一時的
にシャッ ト ダウンさ れ、 ス イッ チはこ のキューに新たに到着したパケッ ト を ドロッ プしま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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例 次の例では、 ス イッ チ上で QoS を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# mls qos

設定を確認するには、 show mls qos 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show mls qos QoS 情報を表示しま す。
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mls qos aggregate-policer
ポリ サー パラメ ータを定義するには、 mls qos aggregate-policer グローバル コ ンフィ ギュレー
ショ ン コマン ドを使用しま す。 こ れは、 同一のポリ シー マッ プ内の複数のク ラスで共有でき
ま す。 ポリ サーは、 大許容伝送速度、 大バースト 伝送サイズ、 およびいずれかの 大値を
超過した場合の対処法を定義しま す。 集約ポリ サーを削除するには、 こ のコマン ドの  no 形式
を使用しま す。

mls qos aggregate-policer aggregate-policer-name rate-bps burst-byte exceed-action {drop | 
policed-dscp-transmit}

no mls qos aggregate-policer aggregate-policer-name

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト 集約ポリ サーは定義さ れません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ポリ サーが複数のク ラスによって共有さ れて いる場合は、 集約ポリ サーを定義しま す。

あるポート のポリ サーを別のポート の他のポリ サーと 共有するこ と はできません。 2 つの異な
るポート からのト ラフィ ッ ク は、 ポリ シング目的では集約できません。

aggregate-policer-name police aggregate ポリ シー マッ プ ク ラス  コ ンフィ ギュレーショ ン 
コマン ドが参照する集約ポリ サーの名前です。

rate-bps 平均ト ラフィ ッ ク伝送速度を ビッ ト / 秒 （b/s） で指定しま す。 指
定でき る範囲は 8000 ～ 1000000000 です。

Catalyst 2960-S ス イッ チではレート を  8000 に設定できま すが、
小レート の粒度は、 実際には 16000 です。

burst-byte 通常のバースト  サイズ （バイト ） を指定しま す。 指定でき る範囲
は 8000 ～ 1000000 です。

exceed-action drop 指定さ れた伝送速度を超えると 、 ス イッ チがパケッ ト を ドロッ プ
するよ う指定しま す。

exceed-action 
policed-dscp-transmit

指定さ れた伝送速度を超えると 、 ス イッ チがパケッ ト の  DiffServ 
コー ド  ポイント （DSCP） を、 ポリ シング設定 DSCP マッ プに指
定さ れた値に変更して、 パケッ ト を送信するよ う指定しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(55)SE Catalyst 2960 ス イッ チでは、 設定可能な 低ポリ シング速度が毎秒 1 

Mb から  8000 ビッ ト に変更さ れま した。
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2 つ以上の物理ポート を制御するポート  ASIC デバイスは、 256 個のポリ サー （255 個のユーザ
設定可能なポリ サーと  1 個の内部使用向けに予約さ れたポリ サー） をサポート しま す。 ポート
ごと にサポート さ れるユーザ設定可能なポリ サーの 大数は 63 です。 ポリ サーはソ フト ウェ
アによってオンデマン ドで割り 振ら れ、 ハード ウェアおよび ASIC の限界によって制約さ れま
す。 ポート ごと にポリ サーを予約するこ と はできません （ポート がいずれかのポリ サーに割り
当てら れると は保証さ れて いません）。

集約ポリ サーは同じポリ シー マッ プ内の複数のク ラスに適用さ れま す。 異なるポリ シー マッ
プにまたがって集約ポリ サーを使用するこ と はできません。

ポリ シー マッ プ内で使用中の場合、 集約ポリ サーは削除できません。 初に、 no police 
aggregate aggregate-policer-name ポリ シー マッ プ ク ラス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを
使用してすべてのポリ シー マッ プから集約ポリ サーを削除してから、 no mls qos 
aggregate-policer aggregate-policer-name コマン ドを使用する必要があり ま す。

ポリ シングは、 ト ーク ン バケッ ト  アルゴリ ズ ムを使用しま す。 バケッ ト の深さ （バケッ ト が
オーバーフローするまでの許容 大バースト ） を設定するには、 police ポリ シー マッ プ ク ラス  
コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドの  burst-byte オプショ ンまたは mls qos aggregate-policer グ
ローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 ト ーク ンがバケッ ト から削除さ れ
る速度 （平均速度） を設定するには、 police ポリ シー マッ プ ク ラス  コ ンフィ ギュレーショ ン 
コマン ドの rate-bps オプショ ンまたは mls qos aggregate-policer グローバル コ ンフィ ギュレー
ショ ン コマン ドを使用しま す。 詳細については、 こ のリ リ ースに対応するソ フト ウェア コ ン
フィ ギュレーショ ン ガイ ドを参照してく ださ い。

例 次の例では、 集約ポリ サー パラメ ータを定義する方法と 、 ポリ シー マッ プ内の複数のク ラス
にそのポリ サーを適用する方法を示しま す。

Switch(config)# mls qos aggregate-policer agg_policer1 1000000 1000000 exceed-action drop
Switch(config)# policy-map policy2
Switch(config-pmap)# class class1
Switch(config-pmap-c)# police aggregate agg_policer1
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class class2 
Switch(config-pmap-c)# set dscp 10
Switch(config-pmap-c)# police aggregate agg_policer1
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class class3
Switch(config-pmap-c)# trust dscp
Switch(config-pmap-c)# police aggregate agg_policer2
Switch(config-pmap-c)# exit

設定を確認するには、 show mls qos aggregate-policer 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

police aggregate 異なるク ラスによって共有さ れるポリ サーを作成しま す。

show mls qos aggregate-policer Quality of Service （QoS） 集約ポリ サー設定を表示しま す。
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mls qos cos
デフォ ルト のポート  Class of Service （CoS） 値を定義したり 、 ポート 上のすべての着信パケッ
ト にデフォ ルト の CoS 値を割り 当てたり するには、mls qos cos インターフェ イス  コ ンフィ ギュ
レーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使
用しま す。

mls qos cos {default-cos | override}

no mls qos cos {default-cos | override}

構文の説明

デフォルト デフォ ルト のポート  CoS 値は 0 です。

CoS 無効化はディ セーブルに設定さ れて いま す。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン デフォ ルト 値を使用して、 タ グなし （着信パケッ ト が CoS 値を持たない場合） で着信したすべ
てのパケッ ト に CoS 値と  DiffServ コー ド  ポイント （DSCP） 値を割り 当て るこ と ができま す。
また、 override キーワードを使用すると 、 デフォ ルト の CoS 値と  DSCP 値を すべての着信パ
ケッ ト に割り 当て るこ と ができま す。

特定のポート に届く すべての着信パケッ ト に、 他のポート から着信するパケッ ト より 高いプラ
イオリ ティ または低いプラ イオリ ティ を与える場合には、 override キーワードを使用しま す。
たと えポート がすでに DSCP、 CoS、 または IP precedence を信頼するよ うに設定さ れて いても 、
こ のコマン ドは以前に設定済みの信頼状態を無効にし、すべての着信 CoS 値に mls qos cos コマ
ン ドで設定さ れたデフォ ルト の  CoS 値が割り 当てら れま す。 着信パケッ ト がタ グ付きの場合、
パケッ ト の CoS 値は、 出力ポート で、 ポート のデフォ ルト  CoS を使用して変更さ れま す。

例 次の例では、 ポート のデフォ ルト  ポート  CoS 値を  4 に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1 
Switch(config-if)# mls qos trust cos
Switch(config-if)# mls qos cos 4

default-cos デフォ ルト  CoS 値をポート に割り 当てま す。 パケッ ト がタ グ付けさ れて いな
い場合、 デフォ ルト の CoS 値がパケッ ト の CoS 値になり ま す。 指定でき る 
CoS 範囲は 0 ～ 7 です。

override 着信パケッ ト の CoS を無効にし、 すべての着信パケッ ト にデフォ ルト のポー
ト  CoS 値を適用しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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次の例では、 ポート で、 ポート に着信するすべてのパケッ ト にデフォ ルト のポート  CoS 値 4 を
割り 当て る方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1 
Switch(config-if)# mls qos cos 4
Switch(config-if)# mls qos cos override

show mls qos interface 特権 EXEC コマン ドを入力すると 、 設定を確認できま す。

関連コマンド コマンド 説明

show mls qos interface Quality of Service （QoS） 情報を表示しま す。
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mls qos dscp-mutation
Diffserv コード  ポイント （DSCP） の信頼性のあるポート に対して、 DSCP/DSCP 変換マッ プを
適用するには、mls qos dscp-mutation インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使
用しま す。 マッ プをデフォ ルト 設定 （DSCP 変換なし） に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を
使用しま す。

mls qos dscp-mutation dscp-mutation-name

no mls qos dscp-mutation dscp-mutation-name

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト デフォ ルト の DSCP/DSCP 変換マッ プは、 着信 DSCP 値を同じ  DSCP 値にマッ ピングするヌ ル 
マッ プです。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 2 つの  Quality of Service （QoS） ドメ インが異なる DSCP 定義を持つ場合は、 DSCP/DSCP 変換
マッ プを使用して、 一方の  DSCP 値のセッ ト をも う一方の ドメ インの定義に適合するよ うに変
換しま す。 DSCP/DSCP 変換マッ プは、 Quality of Service （QoS） 管理 ドメ インの境界にある受
信ポート に適用しま す （入力変換）。

入力変換では、 新し い DSCP 値がパケッ ト 内の値を上書き し、 QoS はこ の新し い値を持つパ
ケッ ト を処理しま す。 ス イッ チは、 新し い DSCP 値と と も にそのパケッ ト をポート へ送出し
ま す。

入力ポート には複数の DSCP/DSCP 変換マッ プを設定できま す。

マッ プは、 DSCP の信頼性のあるポート にだけ適用しま す。 DSCP 変換マッ プを信頼でき ない
ポート 、 Class of Service （CoS） または IP precedence の信頼でき るポート に適用すると 、 コマ
ン ドはすぐには影響せず、 そのポート が DSCP の信頼でき るポート になってから効果を発揮し
ま す。

dscp-mutation-name DSCP/DSCP 変換マッ プの名前。 こ のマッ プは、 以前は mls qos 
map dscp-mutation グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン
ドで定義さ れて いました。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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例 次の例では、 DSCP/DSCP 変換マッ プ dscpmutation1 を定義し、 そのマッ プをポート に適用する
方法を示しま す。

Switch(config)# mls qos map dscp-mutation dscpmutation1 10 11 12 13 to 30
Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1 
Switch(config-if)# mls qos trust dscp
Switch(config-if)# mls qos dscp-mutation dscpmutation1

次の例では、 DSCP/DSCP 変換マッ プ名 dscpmutation1 をポート から削除し、 そのマッ プをデ
フォ ルト にリ セッ ト する方法を示しま す。

Switch(config-if)# no mls qos dscp-mutation dscpmutation1

設定を確認するには、 show mls qos maps 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

mls qos map dscp-mutation DSCP/DSCP 変換マッ プを定義しま す。

mls qos trust ポート の信頼状態を設定しま す。

show mls qos maps QoS のマッ ピング情報を表示しま す。
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mls qos map
Class of Service （CoS） /Diffserv コー ド  ポイント （DSCP） マッ プ、 DSCP/CoS マッ プ、
DSCP/DSCP 変換マッ プ、 IP precedence/DSCP マッ プ、 およびポリ シングさ れた  DSCP のマッ プ
を定義するには、 mls qos map グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デ
フォ ルト のマッ プに戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

mls qos map {cos-dscp dscp1...dscp8 | dscp-cos dscp-list to cos | dscp-mutation 
dscp-mutation-name in-dscp to out-dscp | ip-prec-dscp dscp1...dscp8 | policed-dscp dscp-list 
to mark-down-dscp}

no mls qos map {cos-dscp | dscp-cos | dscp-mutation dscp-mutation-name | ip-prec-dscp | 
policed-dscp}

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明 cos-dscp dscp1...dscp8 CoS/DSCP マッ プを定義しま す。

dscp1...dscp8 には、 CoS 値 0 ～ 7 に対応する 8 つの  DSCP 値を入力し
ま す。各 DSCP 値はスペースで区切り ま す。指定でき る範囲は 0 ～ 63 
です。

dscp-cos dscp-list to 
cos

DSCP/CoS マッ プを定義しま す。

dscp-list には、 各値をスペースで区切って 大 8 つの  DSCP 値を入力
しま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 63 です。 さ らに、 to キーワードを入
力しま す。

cos には、 DSCP 値と 対応する 1 つの  CoS 値を入力しま す。 指定でき
る範囲は 0 ～ 7 です。

dscp-mutation 
dscp-mutation-name 
in-dscp to out-dscp

DSCP/DSCP 変換マッ プを定義しま す。

dscp-mutation-name には、 変換マッ プ名を入力しま す。

in-dscp には、各値をスペースで区切って 大 8 つの  DSCP 値を入力し
ま す。 さ らに、 to キーワードを入力しま す。

out-dscp には、 1 つの  DSCP 値を入力しま す。

指定でき る範囲は 0 ～ 63 です。

ip-prec-dscp 
dscp1...dscp8

IP precedence/DSCP マッ プを定義しま す。

dscp1...dscp8 には、 IP precedence 値 0 ～ 7 に対応する 8 つの  DSCP 値
を入力しま す。 各 DSCP 値はスペースで区切り ま す。 指定でき る範囲
は 0 ～ 63 です。

policed-dscp dscp-list 
to mark-down-dscp

ポリ シング設定 DSCP マッ プを定義しま す。

dscp-list には、 各値をスペースで区切って 大 8 つの  DSCP 値を入力
しま す。 さ らに、 to キーワードを入力しま す。

mark-down-dscp には、 対応するポリ シング設定 （マーク ダウンさ れ
た） DSCP 値を入力しま す。

指定でき る範囲は 0 ～ 63 です。
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デフォルト 表 2-14 に、 デフォ ルト の CoS/DSCP マッ プを示しま す。

表 2-15 に、 デフォ ルト の DSCP/CoS マッ プを示しま す。

表 2-16 に、 デフォ ルト の IP precedence/DSCP マッ プを示しま す。

表 2-14 デフォ ルト の CoS/DSCP マッ プ

CoS 値 DSCP 値

0 0

1 8

2 16

3 24

4 32

5 40

6 48

7 56

表 2-15 デフォ ルト の DSCP/CoS マッ プ

DSCP 値 CoS 値

0 ～ 7 0

8 ～ 15 1

16 ～ 23 2

24 ～ 31 3

32 ～ 39 4

40 ～ 47 5

48 ～ 55 6

56 ～ 63 7

表 2-16 デフォ ルト の IP Precedence/DSCP マッ プ

IP precedence 値 DSCP 値

0 0

1 8

2 16

3 24

4 32

5 40

6 48

7 56
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デフォ ルト の DSCP/DSCP 変換マッ プは、 着信 DSCP 値を同じ  DSCP 値にマッ ピングするヌ ル 
マッ プです。

デフォ ルト のポリ シング設定 DSCP マッ プは、 着信 DSCP 値を同じ  DSCP 値にマッ ピングする
ヌ ル マッ プです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン マッ プはすべて グローバルに定義さ れて いま す。 DSCP/DSCP 変換マッ プを除く すべてのマッ
プは、 すべてのポート に適用さ れま す。 DSCP/DSCP 変換マッ プは、 特定のポート に適用さ れ
ま す。

例 次の例では、 IP precedence/DSCP マッ プを定義し、 IP precedence 値 0 ～ 7 を  DSCP 値 0、 10、
20、 30、 40、 50、 55、 および 60 にマッ ピングする方法を示しま す。

Switch# configure terminal
Switch(config)# mls qos map ip-prec-dscp 0 10 20 30 40 50 55 60

次の例では、 ポリ シング設定 DSCP マッ プを定義する方法を示しま す。 DSCP 値 1、 2、 3、 4、
5、 および 6 は DSCP 値 0 にマーク ダウンさ れま す。 明示的に設定さ れて いないマーク さ れた  
DSCP 値は変更さ れません。

Switch# configure terminal
Switch(config)# mls qos map policed-dscp 1 2 3 4 5 6 to 0

次の例では、 DSCP/CoS マッ プを定義する方法を示しま す。 DSCP 値 20、 21、 22、 23、 および 
24 は、 CoS 1 にマッ ピングさ れま す。 DSCP 値 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 および 17 は CoS 
0 にマッ ピングさ れま す。

Switch# configure terminal
Switch(config)# mls qos map dscp-cos 20 21 22 23 24 to 1
Switch(config)# mls qos map dscp-cos 10 11 12 13 14 15 16 17 to 0

次の例では、 CoS/DSCP マッ プを定義する方法を示しま す。 CoS 値 0 ～ 7 は、 DSCP 値 0、 5、
10、 15、 20、 25、 30、 および 35 にマッ ピングさ れま す。

Switch# configure terminal
Switch(config)# mls qos map cos-dscp 0 5 10 15 20 25 30 35

次の例では、 DSCP/DSCP 変換マッ プを定義する方法を示しま す。 明示的に設定さ れて いない
エント リ はすべて変更さ れません （ヌ ル マッ プ内の指定のままです）。

Switch# configure terminal
Switch(config)# mls qos map dscp-mutation mutation1 1 2 3 4 5 6 7 to 10
Switch(config)# mls qos map dscp-mutation mutation1 8 9 10 11 12 13 to 10
Switch(config)# mls qos map dscp-mutation mutation1 20 21 22 to 20
Switch(config)# mls qos map dscp-mutation mutation1 0 31 32 33 34 to 30

設定を確認するには、 show mls qos maps 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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関連コマンド コマンド 説明

mls qos dscp-mutation DSCP/DSCP 変換マッ プを  DSCP の信頼性のあるポート に適用
しま す。

show mls qos maps Quality of Service （QoS） マッ ピング情報を表示しま す。
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mls qos queue-set output buffers
キューセッ ト （各ポート の 4 つの出力キュー） にバッ フ ァを割り 当て るには、 mls qos 
queue-set output buffers グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ル
ト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

mls qos queue-set output qset-id buffers allocation1 ... allocation4

no mls qos queue-set output qset-id buffers

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト すべての割り 当て値は、 4 つのキューに均等にマッ ピングさ れま す （25、 25、 25、 25）。 各
キューがバッ フ ァ スペースの  1/4 を持ちま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 4 つの割り 当て値を指定しま す。 各値はスペースで区切り ま す。

ト ラフィ ッ クの重要度に応じてバッ フ ァを割り 当てま す。 たと えば、 高プラ イオリ ティ のト
ラフィ ッ クを持つキューには多く の割合のバッ フ ァを与えま す。

異なる特性を持つ異なるク ラスのト ラフィ ッ クを設定するには、 mls qos queue-set output 
qset-id threshold グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドと と も に、 このコマン ドを使用
しま す。

（注） 出力キューのデフォ ルト 設定は、 ほと んどの状況に適して いま す。 出力キューについて十分理
解した場合に限り 、 設定を変更しま す。 QoS の詳細については、 ソ フト ウェア コ ンフィ ギュ
レーショ ン ガイ ドで 「Configuring QoS」 の章を参照してく ださ い。

qset-id キューセッ ト の ID です。 各ポート はキューセッ ト に属し、 ポート 単位で出
力キュー 4 つの特性すべてを定義しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 2 です。

allocation1 ... 
allocation4

各キュー （キュー 1 ～ 4 の  4 つのキュー） のバッ フ ァ スペース割り 当て
（%） です。 allocation1、 allocation3、 allocation4 の場合、 範囲は 0 ～ 99 で
す。 allocation2 の場合、 範囲は 1 ～ 100 です （CPU バッ フ ァを含め る）。 各
値はスペースで区切り ま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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例 次の例では、 ポート をキューセッ ト  2 にマッ ピングする方法を示しま す。 出力キュー 1 にバッ
フ ァ スペースの  40% を、 出力キュー 2、 3、 および 4 にはそれぞれ 20% ずつ割り 当てま す。

Switch(config)# mls qos queue-set output 2 buffers 40 20 20 20
Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1 
Switch(config-if)# queue-set 2

設定を確認するには、show mls qos interface [interface-id] buffers または show mls qos queue-set 
特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

mls qos queue-set output threshold Weighted Tail-Drop （WTD） しき い値を設定し、 バッ
フ ァのアベイラ ビリ ティ を保証し、 キューセッ ト に対す
る 大メ モリ 割り 当てを設定しま す。

queue-set ポート をキューセッ ト にマッ ピングしま す。

show mls qos interface buffers Quality of Service （QoS） 情報を表示しま す。

show mls qos queue-set キューセッ ト の出力キューセッ ト 値を表示しま す。
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mls qos queue-set output threshold
Weighted Tail-Drop （WTD） し き い値を設定するこ と で、 バッ フ ァの可用性を保証し、 キュー
セッ ト （各ポート の 4 つの出力キュー） に対して 大のメ モリ 割り 当てを設定するには、 mls 
qos queue-set output threshold グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。
デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

mls qos queue-set output qset-id threshold queue-id drop-threshold1 drop-threshold2 
reserved-threshold maximum-threshold

no mls qos queue-set output qset-id threshold [queue-id]

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト Quality of Service （QoS） がイネーブルなと きは、 WTD も イネーブルです。

表 2-17 は、 デフォ ルト の WTD しき い値の設定値を示して いま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

qset-id キューセッ ト の ID です。 各ポート はキューセッ ト に属し、 ポート 単
位で出力キュー 4 つの特性すべてを定義しま す。 指定でき る範囲は 
1 ～ 2 です。

queue-id コマン ドが実行さ れるキューセッ ト 内の特定のキューです。 指定で
き る範囲は 1 ～ 4 です。

drop-threshold1 
drop-threshold2

キューに割り 当てら れたメ モリ の割合 （%） で表さ れる 2 つの  WTD 
しき い値です。 指定でき る範囲は 1 ～ 3200% です。

reserved-threshold キューに対して保証 （予約） さ れるメ モリ 量です。 割り 当てら れ
たメ モリ の割合 （%） で表さ れま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 100% 
です。

maximum-threshold フ ル状態のキューが、 予約量を超えるバッ フ ァを取得でき るよ うに
しま す。 こ れは、 キューがパケッ ト を ドロッ プせずに保持でき る
大メ モリ です。 指定でき る範囲は 1 ～ 3200% です。

表 2-17 デフォ ルト の出力キュー WTD しきい値設定値

機能 キュー 1 キュー 2 キュー 3 キュー 4

WTD ドロッ プしき い値 1 100% 200% 100% 100%

WTD ドロッ プしき い値 2 100% 200% 100% 100%

予約済みしき い値 50% 100% 50% 50%

大しき い値 400% 400% 400% 400%
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コマンド 履歴

使用上のガイド ライン mls qos queue-set output qset-id buffers グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドは、
キューセッ ト 内の 4 つのキューに固定数のバッ フ ァを割り 当てま す。

ドロッ プしき い値 （%） は 100% を超過するこ と ができ、 大値まで指定するこ と ができま す
（ 大しき い値が 100% を超える場合）。

バッ フ ァ範囲により 、 キューセッ ト 内の個々のキューが共通のプールをさ らに利用でき る場合
でも 、 各キューの 大パケッ ト 数は内部で 400%、 つま り バッ フ ァに割り 当てら れた数の  4 倍
に制限さ れま す。 1 つのパケッ ト は 1 つまたは複数のバッ フ ァを使用できま す。

Cisco IOS Release 12.2(25)SEE1 以降で、 drop-threshold、 drop-threshold2、 maximum-threshold パ
ラメ ータの範囲が増加しま した。

（注） 出力キューのデフォ ルト 設定は、 ほと んどの状況に適して いま す。 出力キューについて十分理
解した う えで、 こ の設定がユーザの  QoS ソ リ ューショ ンを満たさ ないと 判断した場合に限り 、
設定を変更してく ださ い。

ス イッ チは、 バッ フ ァ割り 当て方式を使用して、 出力キューごと に 小バッ フ ァ量を予約し、
いずれかのキューまたはポート がすべてのバッ フ ァを消費しその他のキューがバッ フ ァを使用
でき なく なるのを防ぎ、 バッ フ ァ スペースを要求元のキューに許可するかど うかを決定しま
す。 ス イッ チは、 ターゲッ ト  キューが予約量を超えるバッ フ ァを消費して いないかど うか （ア
ンダーリ ミ ッ ト ）、 その 大バッ フ ァを すべて消費したかど うか （オーバーリ ミ ッ ト ）、 共通の
プールが空 （空きバッ フ ァがない） か空でない （空きバッ フ ァ） かを判断しま す。 キューが
オーバーリ ミ ッ ト でない場合は、 ス イッ チは予約済みプールまたは共通のプール （空でない場
合） からバッ フ ァ スペースを割り 当て るこ と ができま す。 共通のプールに空きバッ フ ァがない
場合や、 キューがオーバーリ ミ ッ ト の場合、 ス イッ チはフレー ムを ドロッ プしま す。

例 次の例では、 ポート をキューセッ ト  2 にマッ ピングする方法を示しま す。 キュー 2 の ドロッ プ
しき い値を割り 当てら れたメ モリ の  40% と  60% に設定し、割り 当てら れたメ モリ の  100% を保
証 （予約） して、 こ のキューがパケッ ト を ドロッ プせずに保持可能な 大メ モリ を  200% に設
定しま す。

Switch(config)# mls qos queue-set output 2 threshold 2 40 60 100 200
Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1 
Switch(config-if)# queue-set 2

設定を確認するには、show mls qos interface [interface-id] buffers または show mls qos queue-set 
特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

mls qos queue-set output buffers バッ フ ァをキューセッ ト に割り 当てま す。

queue-set ポート をキューセッ ト にマッ ピングしま す。

show mls qos interface buffers QoS 情報を表示しま す。

show mls qos queue-set キューセッ ト の出力キューセッ ト 値を表示しま す。
2-343
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
mls qos queue-set buffers
mls qos queue-set buffers
スタッ ク  ポート 間のバッ フ ァ割り 当てを設定するには、 mls qos queue-set buffers グローバル 
コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  
no 形式を使用しま す。

mls qos queue-set buffers allocation1 ... allocation4

no mls qos queue-set buffers allocation1 ... allocation4

（注） こ のコマン ドは、LAN base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チのみでサポート さ
れて いま す。

構文の説明

デフォルト すべての割り 当て値が、 4 つのキューの間で均等にマッ ピングさ れま す。 各キューがバッ フ ァ 
スペースの  1/4 を持ちま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン スタッ ク  ポート 間のバッ フ ァ割り 当てを設定するには、 mls qos queue-set buffers グローバル 
コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力しま す。 4 つの割り 当て値 （パーセンテージでの出
力） を、 各値をスペースで区切って指定しま す。 ト ラフィ ッ クの重要度に応じてバッ フ ァを割
り 当てま す。 たと えば、 高プラ イオリ ティ のト ラフィ ッ クを持つキューには多く の割合の
バッ フ ァを与えま す。

 mls qos グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを設定したこ と により 、 すべてのポート
上で Quality of Service （QoS） がすでにイネーブルであると 見なさ れま す。 QoS を イネーブル
にせずにバッ フ ァ割り 当てを設定した場合、 mls qos グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマ
ン ドを入力するまでは、 デフォ ルト のバッ フ ァ割り 当てが変更さ れません。

異なる特性を持つ異なるク ラスのト ラフィ ッ クを設定するには、 mls qos queue-set output 
qset-id buffers グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドと と も に、 こ のコマン ドを使用し
ま す。

allocation1 ... 
allocation4

各キューのバッ フ ァ スペース割り 当て （パーセンテージ） です。 ス
タッ ク  ポート ごと に 1 ～ 4 の  4 つの出力キューがあり ま す。
allocation1、 allocation3、 allocation4 の場合、 範囲は 0 ～ 99 です。
allocation2 の場合、 範囲は 1 ～ 100 です （CPU バッ フ ァを含め る）。
各値はスペースで区切り ま す。

リ リース 変更内容

12.2(53)SE1 このコマン ドが追加さ れま した。 
2-344
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リ フ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
mls qos queue-set buffers
（注） 出力キューのデフォ ルト 設定は、 ほと んどの状況に適して いま す。 出力キューについて十分理
解した場合に限り 、 設定を変更しま す。 QoS の詳細については、 ソ フト ウェア コ ンフィ ギュ
レーショ ン ガイ ドで 「Configuring QoS」 の章を参照してく ださ い。

例 次の例では、 スタッ ク  ポート  バッ フ ァに新し い割り 当てを設定する方法を示しま す。

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# mls qos stack-qset buffers 10 10 10 70
Switch(config)# end

次の例では、 show mls qos stack-qset コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show mls qos stack-qset

Queueset: Stack
Queue     :       1       2       3       4
----------------------------------------------
buffers   :      10      10      10      70

関連コマンド コマンド 説明

mls qos queue-set output buffers バッ フ ァをキューセッ ト に割り 当てま す。

show mls qos stack-qset スタッ ク  ポート のバッ フ ァ情報を表示しま す。
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mls qos rewrite ip dscp
着信 IP パケッ ト の Diffserv コー ド  ポイント （DSCP） フィ ールドを変更する （書き換える） よ
うス イッ チを設定するには、 mls qos rewrite ip dscp グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマ
ン ドを使用しま す。 ス イッ チがパケッ ト の  DSCP フィ ールドを変更 （書き換え） し ないよ うに
設定し、 DSCP 透過を イネーブルにするには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

mls qos rewrite ip dscp

no mls qos rewrite ip dscp

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト DSCP 透過はディ セーブルです。 ス イッ チは着信 IP パケッ ト の DSCP フィ ールドを変更し
ま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン DSCP 透過は、 出力でのパケッ ト の  DSCP フィ ールドにだけ影響を与えま す。 no mls qos 
rewrite ip dscp コマン ドを使用して  DSCP 透過がイネーブルになって いる場合、 ス イッ チは着
信パケッ ト の DSCP フィ ールドは変更せず、 送信パケッ ト の DSCP フィ ールドも着信パケッ ト
のものと 同じになり ま す。

デフォ ルト では、 DSCP 透過性はディ セーブルです。 ス イッ チでは着信パケッ ト の  DSCP 
フィ ールドが変更さ れ、 発信パケッ ト の  DSCP フィ ールドは、 ポート の信頼設定、 ポリ シング
と マーキング、 DSCP/DSCP 変換マッ プを含めて  Quality of Service （QoS） に基づきま す。

DSCP 透過の設定に関係なく 、 ス イッ チは、 ト ラフィ ッ クのプラ イオリ ティ を表す Class of 
Service （CoS） 値の生成に使用するパケッ ト の内部 DSCP 値を変更しま す。 また、 ス イッ チは
内部 DSCP 値を使用して、 出力キューおよびしき い値を選択しま す。

たと えば、 QoS がイネーブルになって いて、 着信パケッ ト の  DSCP 値が 32 である場合、 ス イッ
チは、 ポリ シー マッ プ設定に基づいて内部 DSCP 値を  16 に変更しま す。 DSCP 透過がイネーブ
ルになって いる場合、 送信 DSCP 値は 32 （着信の値と 同じ） です。 DSCP 透過がディ セーブル
になって いる場合、 内部 DSCP 値に基づいて、 送信 DSCP 値は 16 になり ま す。

例 次の例では、 DSCP 透過性を イネーブルにして、 ス イッ チで着信 IP パケッ ト の DSCP 値を変更
し ないよ うに設定する方法を示して いま す。

Switch(config)# mls qos
Switch(config)# no mls qos rewrite ip dscp

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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次の例では、 DSCP 透過性をディ セーブルにして、 ス イッ チで着信 IP パケッ ト の DSCP 値を変
更するよ うに設定する方法を示して いま す。

Switch(config)# mls qos
Switch(config)# mls qos rewrite ip dscp

設定を確認するには、 show running config | include rewrite 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

mls qos QoS を グローバルにイネーブルにしま す。

show mls qos QoS 情報を表示しま す。

show running-config | 
include rewrite

DSCP 透過性設定を表示しま す。
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mls qos srr-queue input bandwidth
入力キューにシェ イプ ド  ラ ウン ドロ ビン （SRR） ウェ イト を割り 当て るには、 mls qos 
srr-queue input bandwidth グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。重みの
比率は、 SRR スケジューラがパケッ ト を各キューから送り 出す頻度の比率です。 デフォ ルト 設
定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

（注） こ のコマン ドは、 Catalyst 2960-S ス イッ チではサポート さ れて いません。

mls qos srr-queue input bandwidth weight1 weight2

no mls qos srr-queue input bandwidth

構文の説明

デフォルト weight1 と  weight2 は 4 です （帯域幅の  1/2 ずつ 2 つのキューに均等に分配さ れま す）。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン SRR は、mls qos srr-queue input priority-queue queue-id bandwidth weight グローバル コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドの bandwidth キーワードで指定さ れたと おり 、設定済みの重みに従い
プラ イオリ ティ  キューにサービスを提供しま す。 SRR は、 両方の入力キューで残り の帯域幅を
共有し、 mls qos srr-queue input bandwidth weight1 weight2 グローバル コ ンフィ ギュレーショ
ン コマン ドで設定さ れたウェ イト で指定して いるサービスを行いま す。

どの入力キューがプラ イオリ ティ  キューであるかを指定するには、 mls qos srr-queue input 
priority-queue グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。

例 次の例では、 スタッ ク でキューの入力帯域幅を割り 当て る方法を示しま す。 プラ イオリ ティ  
キューイングはディ セーブルです。 割り 当てら れる共有帯域幅の比率は、 キュー 1 が 25/
（25+75）、 キュー 2 が 75/ （25+75） です。

Switch(config)# mls qos srr-queue input priority-queue 2 bandwidth 0
Switch(config)# mls qos srr-queue input bandwidth 25 75

こ の例では、 キュー 2 はキュー 1 の  3 倍の帯域幅を持って いま す。 キュー 2 には、 キュー 1 の  
3 倍の頻度でサービスが提供さ れま す。

weight1 weight2 weight1 および weight2 の比率により 、 SRR スケジューラがパケッ ト を入
力キュー 1 およびキュー 2 から送り 出す頻度の比率が決ま り ま す。指定で
き る範囲は 1 ～ 100 です。 各値はスペースで区切り ま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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次の例では、 スタッ ク でキューの入力帯域幅を割り 当て る方法を示しま す。 キュー 1 は割り 当
てら れた帯域幅の  10% を持つプラ イオリ ティ  キューです。キュー 1 と キュー 2 に割り 当てら れ
た帯域幅の比率は、 4/ （4+4） です。 SRR は 初、 設定さ れた  10% の帯域幅をキュー 1 （プラ
イオリ ティ  キュー） にサービスしま す。 その後、 SRR は残り の 90% の帯域幅をキュー 1 と
キュー 2 にそれぞれ 45% ずつ均等に分配しま す。

Switch(config)# mls qos srr-queue input priority-queue 1 bandwidth 10
Switch(config)# mls qos srr-queue input bandwidth 4 4

設定を確認するには、 show mls qos interface [interface-id] queueing または show mls qos 
input-queue 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

mls qos srr-queue input buffers 入力キュー間のバッ フ ァを割り 当てま す。

mls qos srr-queue input cos-map Class of Service （CoS） 値を入力キューにマッ ピン
グ、 または CoS 値をキューおよびしき い値 ID に
マッ ピングしま す。

mls qos srr-queue input dscp-map DiffServ コー ド  ポイント （DSCP） 値を入力キュー
にマッ ピングするか、 DSCP 値をキューおよびしき
い値 ID にマッ ピングしま す。

mls qos srr-queue input priority-queue 入力プラ イオリ ティ  キューを設定し、 帯域幅を保証
しま す。

mls qos srr-queue input threshold Weighted Tail-Drop （WTD） し き い値のパーセン
テージを入力キューに割り 当てま す。

show mls qos input-queue 入力キューの設定を表示しま す。

show mls qos interface queueing Quality of Service （QoS） 情報を表示しま す。
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mls qos srr-queue input buffers
入力キュー間にバッ フ ァを割り 当て るには、 mls qos srr-queue input buffers グローバル コ ン
フィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 
形式を使用しま す。

mls qos srr-queue input buffers percentage1 percentage2

no mls qos srr-queue input buffers

（注） こ のコマン ドは、 Catalyst 2960-S ス イッ チではサポート さ れて いません。

（注） こ のコマン ドを使用するには、 Catalyst 2960 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必
要があり ま す。

構文の説明

デフォルト バッ フ ァの 90% がキュー 1 に、 バッ フ ァの  10% がキュー 2 に割り 当てら れま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン キューがバースト 性のある着信ト ラフィ ッ クを処理でき るよ うにバッ フ ァを割り 当て る必要が
あり ま す。

例 次の例では、 入力キュー 1 にバッ フ ァ スペースの  60% を、 入力キュー 2 にバッ フ ァ スペース
の  40% を割り 当て る方法を示しま す。

Switch(config)# mls qos srr-queue input buffers 60 40

設定を確認するには、 show mls qos interface [interface-id] buffers または show mls qos 
input-queue 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

percentage1 
percentage2

入力キュー 1 およびキュー 2 に割り 当てら れるバッ フ ァの割合 （%）
です。 指定でき る範囲は 0 ～ 100 です。 各値はスペースで区切り ま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX こ のコマン ドが追加さ れま した。 
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コマンド 説明

mls qos srr-queue input bandwidth シェ イプ ド  ラ ウン ドロ ビン （SRR） の重みを入力
キューに割り 当てま す。

mls qos srr-queue input cos-map Class of Service （CoS） 値を入力キューにマッ ピン
グ、 または CoS 値をキューおよびしき い値 ID に
マッ ピングしま す。

mls qos srr-queue input dscp-map DiffServ コー ド  ポイント （DSCP） 値を入力キュー
にマッ ピングするか、 DSCP 値をキューおよびしき
い値 ID にマッ ピングしま す。

mls qos srr-queue input priority-queue 入力プラ イオリ ティ  キューを設定し、 帯域幅を保
証しま す。

mls qos srr-queue input threshold Weighted Tail-Drop （WTD） し き い値のパーセン
テージを入力キューに割り 当てま す。

show mls qos input-queue 入力キューの設定を表示しま す。

show mls qos interface buffers Quality of Service （QoS） 情報を表示しま す。
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mls qos srr-queue input cos-map
Class of Service （CoS） 値を入力キューにマッ ピング、 または CoS 値をキューおよびしき い値 
ID にマッ ピングするには、 mls qos srr-queue input cos-map グローバル コ ンフィ ギュレーショ
ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 このコマン ドの  no 形式を使用しま す。

mls qos srr-queue input cos-map queue queue-id {cos1...cos8 | threshold threshold-id 
cos1...cos8}

no mls qos srr-queue input cos-map 

（注） こ のコマン ドは、 Catalyst 2960-S ス イッ チではサポート さ れて いません。

構文の説明

デフォルト 表 2-18 に、 デフォ ルト の CoS 入力キューしき い値マッ プを示しま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

queue queue-id キュー番号を指定しま す。

queue-id で指定でき る範囲は 1 ～ 2 です。

cos1...cos8 CoS 値を入力キューへマッ ピングしま す。

cos1...cos8 には、 大 8 個の値をスペースで区切って入力しま す。 指
定でき る範囲は 0 ～ 7 です。

threshold threshold-id 
cos1...cos8

CoS 値をキューのしき い値 ID にマッ ピングしま す。

threshold-id で指定でき る範囲は 1 ～ 3 です。

cos1...cos8 には、 大 8 個の値をスペースで区切って入力しま す。 指
定でき る範囲は 0 ～ 7 です。

表 2-18 デフォ ルト の CoS 入力キューしきい値

CoS 値 キュー ID - しき い値 ID

0 ～ 4 1–1

5 2–1

6、 7 1–1

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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使用上のガイド ライン 入力ポート に割り 当てら れた  CoS によって、 入力または出力のキューおよびしき い値が選択さ
れま す。

しき い値 3 の ドロッ プしき い値 （%） は事前に定義さ れて いま す。 パーセンテージはキューが
いっぱいの状態に対して設定さ れま す。 mls qos srr-queue input threshold グローバル コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを使用すると 、 入力キューに 2 つの重み付けテール ドロッ プ （WTD）
し き い値 （%） を割り 当て るこ と ができま す。

各 CoS 値を、 異なるキューおよびしき い値の組み合わせに対してマッ ピングできま す。 こ れに
より フレー ムを異なる動作に従わせるこ と ができま す。

例 次の例では、 CoS 値 0 ～ 3 を、 入力キュー 1 と ドロッ プしき い値 50% のしき い値 ID 1 にマッ
ピングする方法を示しま す。 CoS 値 4 と  5 は、 入力キュー 1 と ドロッ プしき い値 70% のしき い
値 ID 2 に割り 当てま す。

Switch(config)# mls qos srr-queue input cos-map queue 1 threshold 1 0 1 2 3
Switch(config)# mls qos srr-queue input cos-map queue 1 threshold 2 4 5
Switch(config)# mls qos srr-queue input threshold 1 50 70

設定を確認するには、 show mls qos maps 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

mls qos srr-queue input bandwidth シェ イプ ド  ラ ウン ドロ ビン （SRR） の重みを入力
キューに割り 当てま す。

mls qos srr-queue input buffers 入力キュー間のバッ フ ァを割り 当てま す。

mls qos srr-queue input dscp-map DiffServ コー ド  ポイント （DSCP） 値を入力キュー
にマッ ピングするか、 DSCP 値をキューおよびしき
い値 ID にマッ ピングしま す。

mls qos srr-queue input priority-queue 入力プラ イオリ ティ  キューを設定し、 帯域幅を保
証しま す。

mls qos srr-queue input threshold WTD しき い値のパーセンテージを入力キューに割
り 当てま す。

show mls qos maps QoS のマッ ピング情報を表示しま す。
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mls qos srr-queue input dscp-map
Diffserv コード  ポイント （DSCP） 値を入力キューにマッ ピング、 または DSCP 値をキューおよ
びしき い値 ID にマッ ピングするには、 mls qos srr-queue input dscp-map グローバル コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式
を使用しま す。

mls qos srr-queue input dscp-map queue queue-id {dscp1...dscp8 | threshold threshold-id 
dscp1...dscp8}

no mls qos srr-queue input dscp-map

（注） こ のコマン ドは、 Catalyst 2960-S ス イッ チではサポート さ れて いません。

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト 表 2-19 では、 デフォ ルト の DSCP 入力キューのしき い値のマッ ピングを示しま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

queue queue-id キュー番号を指定しま す。

queue-id で指定でき る範囲は 1 ～ 2 です。

dscp1...dscp8 DSCP 値を入力キューにマッ ピングしま す。

dscp1...dscp8 には、 各値をスペースで区切って、 大 8 の値を入力し
ま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 63 です。

threshold threshold-id 
dscp1...dscp8

DSCP 値をキューしき い値 ID にマッ ピングしま す。

threshold-id で指定でき る範囲は 1 ～ 3 です。

dscp1...dscp8 には、 各値をスペースで区切って、 大 8 の値を入力し
ま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 63 です。

表 2-19 デフォ ルト の DSCP 入力キューしきい値マッ プ

DSCP 値 キュー ID - しき い値 ID

0 ～ 39 1–1

40 ～ 47 2–1

48 ～ 63 1–1

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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使用上のガイド ライン 入力ポート に割り 当てら れた  DSCP によって、 入力または出力のキューおよびしき い値が選択
さ れま す。

しき い値 3 の ドロッ プしき い値 （%） は事前に定義さ れて いま す。 パーセンテージはキューが
いっぱいの状態に対して設定さ れま す。 mls qos srr-queue input threshold グローバル コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを使用すると 、 入力キューに 2 つの重み付けテール ドロッ プ （WTD）
し き い値 （%） を割り 当て るこ と ができま す。

各 DSCP 値を異なるキューおよびしき い値の組み合わせにマッ ピングして、 フレー ムが別の方
法で処理さ れるよ うにするこ と ができま す。

コマン ドあたり 大 8 個の  DSCP 値をマッ ピングできま す。

例 次の例では、 DSCP 値 0 ～ 6 を、 入力キュー 1 と ドロッ プしき い値 50% のしき い値 1 にマッ ピ
ングする方法を示しま す。 DSCP 値 20 ～ 26 は、 入力キュー 1 と ドロッ プしき い値 70% のしき
い値 2 にマッ ピングしま す。

Switch(config)# mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 1 0 1 2 3 4 5 6
Switch(config)# mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 2 20 21 22 23 24 25 26
Switch(config)# mls qos srr-queue input threshold 1 50 70

設定を確認するには、 show mls qos maps 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

mls qos srr-queue input bandwidth シェ イプ ド  ラ ウン ドロ ビン （SRR） の重みを入力
キューに割り 当てま す。

mls qos srr-queue input buffers 入力キュー間のバッ フ ァを割り 当てま す。

mls qos srr-queue input cos-map Class of Service （CoS） 値を入力キューにマッ ピン
グするか、 CoS 値をキューおよびしき い値 ID に
マッ ピングしま す。

mls qos srr-queue input priority-queue 入力プラ イオリ ティ  キューを設定し、 帯域幅を保
証しま す。

mls qos srr-queue input threshold WTD しき い値のパーセンテージを入力キューに割
り 当てま す。

show mls qos maps QoS のマッ ピング情報を表示しま す。
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mls qos srr-queue input priority-queue
リ ングが輻輳して いる場合、 入力プラ イオリ ティ  キューを設定して、 スタッ ク  リ ング上で帯
域幅を保証するには、mls qos srr-queue input priority-queue グローバル コ ンフィ ギュレーショ
ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 このコマン ドの  no 形式を使用しま す。

mls qos srr-queue input priority-queue queue-id bandwidth weight

no mls qos srr-queue input priority-queue queue-id

（注） こ のコマン ドは、 Catalyst 2960-S ス イッ チではサポート さ れて いません。

構文の説明

デフォルト プラ イオリ ティ  キューはキュー 2 で、 帯域幅の  10% が割り 当てら れて いま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン プラ イオリ ティ  キューは、 優先して進め る必要があるト ラフィ ッ ク に限り 使用してく ださ い
（遅延と ジッ タを 小限にと どめ る必要のある音声ト ラフィ ッ ク など）。

プラ イオリ ティ  キューはスタッ ク  リ ング上で帯域幅の一部が保証さ れており 、 オーバーサブ
スク ラ イブ型のスタッ ク上でネッ ト ワーク  ト ラフィ ッ ク が多い場合 （バッ ク プレーンが送達で
き る量より も ト ラフィ ッ ク が多い場合、 およびキューが満杯でフレー ムを ドロッ プして いる場
合） に、 遅延と ジッ タを軽減しま す。

大き い値はスタッ ク全体に影響を与え、 スタッ ク  パフォーマンスを低下させるため、 保証さ れ
る帯域幅の合計は制限さ れま す。

シェ イプ ド  ラ ウン ド  ロ ビン （SRR） は、 mls qos srr-queue input priority-queue queue-id 
bandwidth weight グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドの  bandwidth キーワードで指定
さ れたと おり 、 設定済みの重みに従いプラ イオリ ティ  キューにサービスを提供しま す。 SRR 
は、 両方の入力キューで残り の帯域幅を共有し、 mls qos srr-queue input bandwidth weight1 
weight2 グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドで設定さ れたウェ イト で指定して いる
サービスを行いま す。

プラ イオリ ティ  キューイングをディ セーブルにするには、 帯域幅の重みを  0 に設定しま す。 た
と えば、 mls qos srr-queue input priority-queue queue-id bandwidth 0 を入力しま す。

queue-id 入力のキュー ID。 指定でき る範囲は 1 ～ 2 です。

bandwidth weight スタッ ク  リ ングの帯域幅のパーセンテージ。 指定でき る範囲は 
0 ～ 40 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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例 次の例では、 スタッ ク でキューの入力帯域幅を割り 当て る方法を示しま す。 キュー 1 は割り 当
てら れた帯域幅の  10% を持つプラ イオリ ティ  キューです。キュー 1 と キュー 2 に割り 当てら れ
た帯域幅の比率は、 4/ （4+4） です。 SRR は 初、 設定さ れた  10% の帯域幅をキュー 1 （プラ
イオリ ティ  キュー） にサービスしま す。 その後、 SRR は残り の 90% の帯域幅をキュー 1 と
キュー 2 にそれぞれ 45% ずつ均等に分配しま す。

Switch(config)# mls qos srr-queue input priority-queue 1 bandwidth 10
Switch(config)# mls qos srr-queue input bandwidth 4 4

設定を確認するには、 show mls qos interface [interface-id] queueing または show mls qos 
input-queue 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

mls qos srr-queue input bandwidth シェ イプ ド  ラ ウン ドロ ビン （SRR） の重みを入力キュー
に割り 当てま す。

mls qos srr-queue input buffers 入力キュー間のバッ フ ァを割り 当てま す。

mls qos srr-queue input cos-map Class of Service （CoS） 値を入力キューにマッ ピング、 ま
たは CoS 値をキューおよびしき い値 ID にマッ ピングし
ま す。

mls qos srr-queue input dscp-map DiffServ コー ド  ポイント （DSCP） 値を入力キューに
マッ ピングするか、 DSCP 値をキューおよびしき い値 ID 
にマッ ピングしま す。

mls qos srr-queue input threshold Weighted Tail-Drop （WTD） しき い値のパーセンテージ
を入力キューに割り 当てま す。

show mls qos input-queue 入力キューの設定を表示しま す。

show mls qos interface queueing Quality of Service （QoS） 情報を表示しま す。
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mls qos srr-queue input threshold
入力キューに Weighted Tail-Drop （WTD） し き い値のパーセンテージを割り 当て るには、 mls 
qos srr-queue input threshold グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デ
フォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

mls qos srr-queue input threshold queue-id threshold-percentage1 threshold-percentage2

no mls qos srr-queue input threshold queue-id

（注） こ のコマン ドは、 Catalyst 2960-S ス イッ チではサポート さ れて いません。

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト Quality of Service （QoS） がイネーブルなと きは、 WTD も イネーブルです。

2 つの  WTD しき い値は、 100% に設定さ れま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン QoS は、 CoS/ しき い値マッ プまたは DSCP/ しき い値マッ プを使用して、 どの  Class of Service
（CoS） 値または DiffServ コー ド  ポイント （DSCP） 値をしき い値 1 と しき い値 2 にマッ ピング
するかを判別しま す。 しき い値 1 を超えた場合は、 しき い値を超えなく なるまで、 こ のしき い
値に割り 当てら れた  CoS または DSCP を持つパケッ ト が ドロッ プさ れま す。 ただし、 しき い値 
2 に割り 当てら れたパケッ ト は、 2 番めのしき い値を超えるこ と がない限り 、 引き続きキュー
に入れら れ送信さ れま す。

各キューには、 2 つの設定可能な （明示） ドロッ プしき い値と  1 つの事前設定さ れた （暗黙）
ドロッ プしき い値 （フ ル） があり ま す。

CoS/ しき い値マッ プを設定するには、 mls qos srr-queue input cos-map グローバル コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 DSCP/ しき い値マッ プを設定するには、 mls qos 
srr-queue input dscp-map グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。

queue-id 入力キューの ID です。 指定でき る範囲は 1 ～ 2 です。

threshold-percentage1 
threshold-percentage2

2 つの  WTD しき い値 （%） です。 各しき い値は、 キューに割り 当
てら れたキュー記述子の総数に対する割合です。 各値はスペース
で区切り ま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 100 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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mls qos srr-queue input threshold
例 次の例では、 2 つのキューにテールドロッ プしき い値を設定する方法を示しま す。 キュー 1 の
しき い値は 50% と  100%、 キュー 2 のしき い値は 70% と  100% です。

Switch(config)# mls qos srr-queue input threshold 1 50 100
Switch(config)# mls qos srr-queue input threshold 2 70 100

設定を確認するには、 show mls qos interface [interface-id] buffers または show mls qos 
input-queue 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

mls qos srr-queue input bandwidth シェ イプ ド  ラ ウン ドロ ビン （SRR） の重みを入力
キューに割り 当てま す。

mls qos srr-queue input buffers 入力キュー間のバッ フ ァを割り 当てま す。

mls qos srr-queue input cos-map Class of Service （CoS） 値を入力キューにマッ ピン
グ、 または CoS 値をキューおよびしき い値 ID に
マッ ピングしま す。

mls qos srr-queue input dscp-map DiffServ コー ド  ポイント （DSCP） 値を入力キュー
にマッ ピングするか、 DSCP 値をキューおよびしき
い値 ID にマッ ピングしま す。

mls qos srr-queue input priority-queue 入力プラ イオリ ティ  キューを設定し、 帯域幅を保
証しま す。

show mls qos input-queue 入力キューの設定を表示しま す。

show mls qos interface buffers Quality of Service （QoS） 情報を表示しま す。
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mls qos srr-queue output cos-map
Class of Service （CoS） 値を出力キューにマッ ピング、 または CoS 値をキューおよびしき い値 
ID にマッ ピングするには、mls qos srr-queue output cos-map グローバル コ ンフィ ギュレーショ
ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 このコマン ドの  no 形式を使用しま す。

mls qos srr-queue output cos-map queue queue-id {cos1...cos8 | threshold threshold-id 
cos1...cos8}

no mls qos srr-queue output cos-map 

構文の説明

デフォルト 表 2-20 は、 デフォ ルト の CoS 出力キューしき い値マッ プを示して いま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

queue queue-id キュー番号を指定しま す。

queue-id で指定でき る範囲は 1 ～ 4 です。

cos1...cos8 CoS 値を出力キューへマッ ピングしま す。

cos1...cos8 には、 大 8 個の値をスペースで区切って入力しま す。 指
定でき る範囲は 0 ～ 7 です。

threshold threshold-id 
cos1...cos8

CoS 値をキューのしき い値 ID にマッ ピングしま す。

threshold-id で指定でき る範囲は 1 ～ 3 です。

cos1...cos8 には、 大 8 個の値をスペースで区切って入力しま す。 指
定でき る範囲は 0 ～ 7 です。

表 2-20 デフォ ルト の CoS 出力キューしきい値マッ プ

CoS 値 キュー ID - しき い値 ID

0、 1 2–1

2、 3 3–1

4 4–1

5 1–1

6、 7 4–1

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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使用上のガイド ライン しき い値 3 の ドロッ プしき い値 （%） は事前に定義さ れて いま す。 パーセンテージはキューが
いっぱいの状態に対して設定さ れま す。

（注） 出力キューのデフォ ルト 設定は、 ほと んどの状況に適して いま す。 出力キューについて十分理
解した う えで、 こ れらの設定がユーザの  Quality of Service （QoS） ソ リ ューショ ンを満たさ な
いと 判断した場合に限り 、 設定を変更するこ と ができま す。

mls qos queue-set output qset-id threshold グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用
すると 、 出力キューに 2 つの重み付けテール ドロッ プ （WTD） しき い値 （%） を割り 当て るこ
と ができま す。

各 CoS 値を、 異なるキューおよびしき い値の組み合わせに対してマッ ピングできま す。 こ れに
より フレー ムを異なる動作に従わせるこ と ができま す。

例 次の例では、 ポート をキューセッ ト  1 にマッ ピングする方法を示しま す。 CoS 値 0 ～ 3 を出力
キュー 1 と しき い値 ID 1 にマッ ピングしま す。 キュー 1 の ドロッ プしき い値を割り 当てら れた
メ モリ の  50% と  70% に設定し、 割り 当てら れたメ モリ の  100% を保証 （予約） して、 こ の
キューがパケッ ト を ドロッ プせずに保持でき る 大メ モリ を  200% に設定しま す。

Switch(config)# mls qos srr-queue output cos-map queue 1 threshold 1 0 1 2 3
Switch(config)# mls qos queue-set output 1 threshold 1 50 70 100 200
Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1 
Switch(config-if)# queue-set 1

設定を確認するには、 show mls qos maps、 show mls qos interface [interface-id] buffers、 または 
show mls qos queue-set 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

mls qos srr-queue output dscp-map DiffServ コー ド  ポイント （DSCP） 値を出力キュー、 ま
たはキューと しき い値 ID にマッ ピングしま す。

mls qos queue-set output threshold WTD しき い値を設定して、 バッ フ ァのアベイラ ビリ
ティ を保証し、 キューセッ ト への 大メ モリ 割り 当てを
設定しま す。

queue-set ポート をキューセッ ト にマッ ピングしま す。

show mls qos interface buffers QoS 情報を表示しま す。

show mls qos maps QoS のマッ ピング情報を表示しま す。

show mls qos queue-set キューセッ ト の出力キューセッ ト 値を表示しま す。
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mls qos srr-queue output dscp-map
Diffserv コード  ポイント （DSCP） 値を出力キューにマッ ピングするか、 または DSCP 値を
キューおよびしき い値 ID にマッ ピングするには、 mls qos srr-queue output dscp-map グローバ
ル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン
ドの  no 形式を使用しま す。

mls qos srr-queue output dscp-map queue queue-id {dscp1...dscp8 | threshold threshold-id 
dscp1...dscp8}

no mls qos srr-queue output dscp-map 

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト 表 2-21 に、 デフォ ルト の DSCP 出力キューしき い値のマッ プを示しま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

queue queue-id キュー番号を指定しま す。

queue-id で指定でき る範囲は 1 ～ 4 です。

dscp1...dscp8 DSCP 値を出力キューにマッ ピングしま す。

dscp1...dscp8 には、 各値をスペースで区切って、 大 8 の値を入力し
ま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 63 です。

threshold threshold-id 
dscp1...dscp8

DSCP 値をキューしき い値 ID にマッ ピングしま す。

threshold-id で指定でき る範囲は 1 ～ 3 です。

dscp1...dscp8 には、 各値をスペースで区切って、 大 8 の値を入力し
ま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 63 です。

表 2-21 デフォ ルト の DSCP 出力キューしきい値マッ プ

DSCP 値 キュー ID - しき い値 ID

0 ～ 15 2–1

16 ～ 31 3–1

32 ～ 39 4–1

40 ～ 47 1–1

48 ～ 63 4–1

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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使用上のガイド ライン しき い値 3 の ドロッ プしき い値 （%） は事前に定義さ れて いま す。 パーセンテージはキューが
いっぱいの状態に対して設定さ れま す。

（注） 出力キューのデフォ ルト 設定は、 ほと んどの状況に適して いま す。 出力キューについて十分理
解した う えで、 こ の設定がユーザの  QoS ソ リ ューショ ンを満たさ ないと 判断した場合に限り 、
設定を変更してく ださ い。

mls qos queue-set output qset-id threshold グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用
すると 、 出力キューに 2 つの重み付けテール ドロッ プ （WTD） しき い値 （%） を割り 当て るこ
と ができま す。

各 DSCP 値を異なるキューおよびしき い値の組み合わせにマッ ピングして、 フレー ムが別の方
法で処理さ れるよ うにするこ と ができま す。

コマン ドあたり 大 8 個の  DSCP 値をマッ ピングできま す。

例 次の例では、 ポート をキューセッ ト  1 にマッ ピングする方法を示しま す。 DSCP 値 0 ～ 3 を出
力キュー 1 と しき い値 ID 1 にマッ ピングしま す。 キュー 1 の ドロッ プしき い値を割り 当てら れ
たメ モリ の  50% と  70% に設定し、 割り 当てら れたメ モリ の  100% を保証 （予約） して、 こ の
キューがパケッ ト を ドロッ プせずに保持でき る 大メ モリ を  200% に設定しま す。

Switch(config)# mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 1 0 1 2 3
Switch(config)# mls qos queue-set output 1 threshold 1 50 70 100 200
Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1 
Switch(config-if)# queue-set 1

設定を確認するには、 show mls qos maps、 show mls qos interface [interface-id] buffers、 または 
show mls qos queue-set 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

mls qos srr-queue output cos-map Class of Service （CoS） 値を出力キュー、 またはキューと
しき い値 ID にマッ ピングしま す。

mls qos queue-set output threshold WTD しき い値を設定して、 バッ フ ァのアベイラ ビリ
ティ を保証し、 キューセッ ト への 大メ モリ 割り 当てを
設定しま す。

queue-set ポート をキューセッ ト にマッ ピングしま す。

show mls qos interface buffers Quality of Service （QoS） 情報を表示しま す。

show mls qos maps QoS のマッ ピング情報を表示しま す。

show mls qos queue-set キューセッ ト の出力キューセッ ト 値を表示しま す。
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mls qos trust
ポート の信頼状態を設定するには、 mls qos trust インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コ
マン ドを使用しま す。 入力ト ラフィ ッ クを信頼でき るよ うになり 、 パケッ ト の  DiffServ コー ド  
ポイント （DSCP）、 Class of Service （CoS）、 または IP precedence のフィ ールドを調べるこ と に
より 分類が実行さ れま す。 ポート を信頼でき ない状態に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を
使用しま す。

mls qos trust [cos | device cisco-phone | dscp | ip-precedence]

no mls qos trust [cos | device | dscp | ip-precedence]

構文の説明

デフォルト ポート は信頼さ れて いません。 キーワードを指定せずにコマン ドを入力した場合、 デフォ ルト
は dscp です。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン Quality of Service （QoS） ドメ インに着信するパケッ ト は、 ドメ インのエッ ジで分類さ れま す。
パケッ ト がエッ ジで分類さ れると 、 QoS ドメ イン内の各ス イッ チでパケッ ト を分類する必要が
ないので、 QoS ドメ イン内のス イッ チ ポート はいずれか  1 つの信頼状態に設定できま す。 ポー
ト が信頼さ れて いるかど うか、 またどのパケッ ト のフィ ールドがト ラフィ ッ クの分類に使用さ
れるのかを指定する場合に、 こ のコマン ドを使用しま す。

cos （任意） パケッ ト の CoS 値を使用して、 入力パケッ ト を分類しま す。
タ グのないパケッ ト については、 ポート のデフォ ルト  CoS 値を使用し
ま す。

device cisco-phone （任意） 信頼設定に応じて、 Cisco IP Phone （信頼さ れる境界） から送信
さ れた  CoS または DSCP 値を信頼するこ と により 入力パケッ ト を分類
しま す。

dscp （任意） パケッ ト  DSCP 値 （8 ビッ ト  サービスタ イプ フィ ールドの上位 
6 ビッ ト ） を使用して、 入力パケッ ト を分類しま す。 非 IP パケッ ト で
パケッ ト がタ グ付きの場合は、 パケッ ト  CoS が使用さ れま す。 タ グな
しパケッ ト の場合は、 デフォ ルト のポート  CoS 値が使用さ れま す。

ip-precedence （任意） パケッ ト の IP precedence 値 （8 ビッ ト  サービスタ イプ フィ ール
ドの上位 3 ビッ ト ） を使用して、 入力パケッ ト を分類しま す。 非 IP パ
ケッ ト でパケッ ト がタ グ付きの場合は、 パケッ ト  CoS が使用さ れま す。
タ グのない IP パケッ ト の場合、 ポート のデフォ ルト の CoS 値が使用さ
れま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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ポート に信頼 DSCP または信頼 IP precedence が設定さ れ、着信パケッ ト が非 IP パケッ ト の場合
は、 CoS/DSCP マッ プを使用して、 CoS 値から対応する DSCP 値が導き出さ れま す。 CoS は、
ト ランク  ポート の場合はパケッ ト  CoS、 非ト ランク  ポート の場合はデフォ ルト のポート  CoS 
と なり ま す。

DSCP が信頼さ れて いる場合、 IP パケッ ト の DSCP フィ ールドは変更さ れません。 ただし、 パ
ケッ ト の CoS 値を （DSCP/CoS マッ プに基づいて） 変更するこ と は可能です。

CoS が信頼さ れて いる場合、 パケッ ト の  CoS フィ ールドは変更さ れませんが、 IP パケッ ト であ
る場合には （CoS/DSCP マッ プに基づいて） DSCP を変更するこ と はできま す。

信頼境界機能は、 ユーザがネッ ト ワーク化さ れた  Cisco IP Phone から  PC を切断し、 こ れをス
イッ チ ポート に接続して信頼さ れた  CoS または DSCP 設定を利用する場合のセキュ リ ティ 問題
の発生を防止しま す。 ス イッ チおよび IP Phone に接続さ れたポート で Cisco Discovery Protocol
（CDP） を グローバルにイネーブルにする必要があり ま す。 IP Phone が検出さ れなかった場合、
信頼境界機能はス イッ チまたはルーテッ ド  ポート の信頼設定をディ セーブルにし、 高プラ イオ
リ ティ  キューが誤って使用さ れないよ うにしま す。

DSCP または IP precedence の信頼設定を行 うと 、着信パケッ ト の  DSCP 値または IP precedence 
値が信頼さ れま す。IP Phone に接続するス イッ チ ポート で mls qos cos override インターフェ イ
ス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを設定すると 、 ス イッ チは着信音声およびデータパケッ
ト の CoS を無効にし、 デフォ ルト の  CoS 値をそれらに割り 当てま す。

QoS ドメ イン間境界の場合は、 ポート を  DSCP 信頼状態に設定し、 DSCP 値が QoS ドメ イン間
で異なる場合は DSCP/DSCP 変換マッ プを適用するこ と ができま す。

ポート 信頼状態を使用した分類 （たと えば、 mls qos trust [cos | dscp | ip-precedence]） と ポリ
シー マッ プ （たと えば、 service-policy input policy-map-name） は同時に指定できません。 後
に行われた設定により 、 前の設定が上書き さ れま す。

例 次の例では、 着信パケッ ト の  IP precedence フィ ールドを信頼するよ うにポート を設定する方法
を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1 
Switch(config-if)# mls qos trust ip-precedence

次の例では、 ポート に接続して いる Cisco IP Phone が信頼でき る装置であると 指定する方法を
示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1 
Switch(config-if)# mls qos trust device cisco-phone

show mls qos interface 特権 EXEC コマン ドを入力すると 、 設定を確認できま す。

関連コマンド コマンド 説明

mls qos cos デフォ ルト のポート  CoS 値を定義するか、 あるいはポート のすべ
ての着信パケッ ト にデフォ ルト の CoS 値を割り 当てま す。

mls qos dscp-mutation DSCP/DSCP 変換マッ プを  DSCP の信頼でき るポート に適用しま す。

mls qos map CoS/DSCP マッ プ、 DSCP/CoS マッ プ、 DSCP/DSCP 変換マッ プ、 IP 
precedence/DSCP マッ プ、 およびポリ シング設定 DSCP マッ プを定
義しま す。

show mls qos interface QoS 情報を表示しま す。
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monitor session
新規のス イッ チド  ポート  アナラ イザ （SPAN） セッ ショ ンまたはリ モート  SPAN （RSPAN） 送
信元 / 宛先セッ ショ ンを開始し、 ネッ ト ワーク  セキュ リ ティ  デバイス （Cisco IDS センサー ア
プラ イアンスなど） の宛先ポート 上で入力ト ラフィ ッ クを イネーブルにし、 既存の  SPAN また
は RSPAN セッ ショ ンでインターフェ イスや VLAN を追加 / 削除し、 SPAN 送信元ト ラフィ ッ
クを特定の  VLAN に制限 （フィ ルタ リ ング） するには、 monitor session グローバル コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。SPAN または RSPAN セッ ショ ンを削除したり 、SPAN 
または RSPAN セッ ショ ンから送信元 / 宛先インターフェ イスまたはフィ ルタを削除したり す
るには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。 宛先インターフェ イスに対してこ のコマン ド
の  no 形式を使用すると 、 カプセル化オプショ ンは無視さ れま す。

monitor session session_number destination {interface interface-id [, | -] [encapsulation {dot1q 
| replicate}] [ingress {dot1q vlan vlan-id | untagged vlan vlan-id | vlan vlan-id}]} | {remote 
vlan vlan-id}

monitor session session_number filter vlan vlan-id [, | -]

monitor session session_number source {interface interface-id [, | -] [both | rx | tx]} | {vlan 
vlan-id [, | -] [both | rx | tx]}| {remote vlan vlan-id}

no monitor session {session_number | all | local | remote}

no monitor session session_number destination {interface interface-id [, | -] [encapsulation 
{dot1q | replicate}] [ingress {dot1q vlan vlan-id | untagged vlan vlan-id | vlan vlan-id}]} | 
{remote vlan vlan-id}

no monitor session session_number filter vlan vlan-id [, | -]

no monitor session session_number source {interface interface-id [, | -] [both | rx | tx]} | {vlan 
vlan-id [, | -] [both | rx | tx]} | {remote vlan vlan-id}

構文の説明 session_number SPAN または RSPAN セッ ショ ンで識別さ れるセッ ショ ン番号を指定
しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 66 です。

destination SPAN または RSPAN の宛先を指定しま す。 宛先は物理ポート である
必要があり ま す。

interface interface-id SPAN または RSPAN セッ ショ ンの宛先または送信元インターフェ イ
スを指定しま す。 有効なインターフェ イスは物理ポート （タ イプ、
スタッ ク  メ ンバ、 モジュール、 ポート 番号を含む） です。 送信元イ
ンターフェ イスの場合は、 ポート  チャ ネルも有効なインターフェ イ
ス  タ イプであり 、 指定でき る範囲は 1 ～ 6 です。

encapsulation dot1q （任意） 宛先インターフェ イスが IEEE 802.1Q カプセル化方式を使用
するこ と を指定しま す。

次のキーワードは、 ローカ ル SPAN にだけ有効です。 RSPAN に対し
ては、 RSPAN VLAN ID が元の  VLAN ID を上書き するため、 パケッ
ト は常にタ グなしで送信さ れま す。
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デフォルト モニタ  セッ ショ ンは設定さ れて いません。

送信元インターフェ イスのデフォ ルト では、 受信ト ラフィ ッ ク と 送信ト ラフィ ッ クの両方を モ
ニタ リ ングしま す。

送信元ポート と して使用さ れるト ランク  インターフェ イス上では、 すべての  VLAN がモニタ
リ ングさ れま す。

ローカ ル SPAN の宛先ポート で encapsulation replicate が指定さ れなかった場合、 パケッ ト は
カプセル化のタ グなしのネイティ ブ形式で送信さ れま す。

encapsulation replicate （任意） 宛先インターフェ イスが送信元インターフェ イスのカプセル
化方式を複製するこ と を指定しま す。

次のキーワードは、 ローカ ル SPAN にだけ有効です。 RSPAN、
RSPAN VLAN ID は元の VLAN ID を上書き するため、 パケッ ト は常
にタ グなしで送信さ れま す。

ingress （任意） 入力ト ラフィ ッ ク転送を イネーブルにしま す。

dot1q vlan vlan-id デフォ ルト  VLAN と して指定さ れた  VLAN で IEEE 802.1Q カプセル
化を持つ着信パケッ ト を受け入れま す。

untagged vlan vlan-id デフォ ルト  VLAN と して指定さ れた  VLAN でタ グなしカプセル化を
持つ着信パケッ ト を受け入れま す。

vlan vlan-id ingress キーワードだけで使用さ れた場合、 入力ト ラフィ ッ ク にデ
フォ ルト の VLAN を設定しま す。

remote vlan vlan-id RSPAN 送信元または宛先セッ ショ ンのリ モート  VLAN を指定しま
す。 指定でき る範囲は 2 ～ 1001 または 1006 ～ 4094 です。

RSPAN VLAN は VLAN 1 （デフォ ルト の VLAN）、 または VLAN ID 
1002 ～ 1005 （ト ーク ンリ ングおよび FDDI VLAN に予約済） になる
こ と はできません。

, （任意） 一連の インターフェ イスまたは VLAN を指定しま す。 また
は、 以前の範囲から インターフェ イスまたは VLAN の範囲を分離し
ま す。 カンマの前後にスペースを入れま す。

- （任意） インターフェ イスまたは VLAN の範囲を指定しま す。 ハイ
フンの前後にスペースを入れま す。

filter vlan vlan-id SPAN 送信元ト ラフィ ッ クを特定の  VLAN に制限するため、 ト ラン
クの送信元ポート 上のフィ ルタと して  VLAN のリ スト を指定しま
す。 vlan-id で指定でき る範囲は 1 ～ 4094 です。

source SPAN または RSPAN の送信元を指定しま す。 物理ポート 、 ポート  
チャ ネル、 VLAN が送信元になるこ と ができま す。

both、 rx、 tx （任意） モニタ リ ングするト ラフィ ッ クの方向を指定しま す。 ト ラ
フィ ッ クの方向を指定し ない場合、 送信元インターフェ イスは送受
信のト ラフィ ッ クを送信しま す。

source vlan vlan-id VLAN ID と して  SPAN の送信元インターフェ イスを指定しま す。 指
定でき る範囲は 1 ～ 4094 です。

all、 local、 remote すべての  SPAN および RSPAN、 すべてのローカ ル SPAN、 すべての  
RSPAN セッ ショ ンをク リ アするため、 no monitor session コマン ド
に all、 local、 remote を指定しま す。

all キーワードを使用でき るのは、 ス イッ チで LAN Base イメ ージが
実行さ れて いる場合だけです。
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入力転送は宛先ポート ではディ セーブルになって いま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 送信元ポート または送信元 VLAN を出入り するト ラフィ ッ ク は、 SPAN または RSPAN を使用
して モニタできま す。 送信元ポート または送信元 VLAN にルーティ ングさ れるト ラフィ ッ ク は
モニタできません。

2 つのローカ ル SPAN セッ ショ ンおよび RSPAN 送信元セッ ショ ンを組み合わせた 大値を設定
するこ と ができま す。ス イッ チまたはス イッ チ スタッ ク上で、合計 66 の  SPAN および RSPAN 
セッ ショ ンを保有できま す。

ス イッ チ スタッ ク上で、 大 64 の宛先ポート を保有できま す。

各セッ ショ ンには複数の入力または出力の送信元ポート または VLAN を含め るこ と ができま す
が、 1 つのセッ ショ ン内で送信元ポート と 送信元 VLAN を組み合わせるこ と はできません。 各
セッ ショ ンは複数の宛先ポート を保有できま す。

VLAN-based SPAN （VSPAN） を使用して、 VLAN または一連の VLAN 内のネッ ト ワーク  ト ラ
フィ ッ クを解析する場合、送信元 VLAN のすべてのアク ティ ブ ポート が SPAN または RSPAN 
セッ ショ ンの送信元ポート になり ま す。 ト ランク  ポート は VSPAN の送信元ポート と して含ま
れ、 モニタ リ ングさ れた  VLAN ID のパケッ ト だけが宛先ポート に送信さ れま す。

1 つのポート 、 1 つの  VLAN、 一連のポート 、 一連の  VLAN、 ポート 範囲、 VLAN 範囲でト ラ
フィ ッ クを モニタできま す。 [, | -] オプショ ンを使用するこ と により 、 一連のインターフェ イス
またはインターフェ イス範囲、 一連の  VLAN または VLAN 範囲を指定しま す。

一連の  VLAN またはインターフェ イスを指定すると きは、 カンマ （,） の前後にスペースが必
要です。 VLAN またはインターフェ イスの範囲を指定すると きは、 ハイフン （-） の前後にス
ペースが必要です。

EtherChannel ポート は、 SPAN または RSPAN 宛先ポート と して設定するこ と はできません。
EtherChannel グループのメ ンバである物理ポート は、 宛先ポート と して使用できま す。 ただし、
SPAN の宛先と して機能する間は、 EtherChannel グループに参加できません。

個々のポート はそれらが EtherChannel に参加して いる間も モニタ リ ングするこ と ができま す。
また、RSPAN 送信元インターフェ イスと して  port-channel 番号を指定するこ と で EtherChannel 
バン ド ル全体を モニタ リ ングするこ と ができま す。

宛先ポート と して使用して いるポート は、 SPAN または RSPAN 送信元ポート にするこ と はで
きません。 また、 同時に複数のセッ ショ ンの宛先ポート にするこ と はできません。

SPAN または RSPAN 宛先ポート であるポート 上で IEEE 802.1x 認証を イネーブルにするこ と は
できま すが、 ポート が SPAN 宛先と して削除さ れるまで IEEE 802.1x 認証はディ セーブルです。
IEEE 802.1x 認証がポート 上で使用でき ない場合、 ス イッ チはエラー メ ッ セージを返しま す。
SPAN または RSPAN 送信元ポート では IEEE 802.1x 認証を イネーブルにするこ と ができま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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VLAN のフィ ルタ リ ングは、 ト ランクの送信元ポート 上で選択さ れた一連の  VLAN のネッ ト
ワーク  ト ラフィ ッ ク解析を参照しま す。 デフォ ルト では、 すべての  VLAN がト ランクの送信
元ポート でモニタ リ ングさ れま す。monitor session session_number filter vlan vlan-id コマン ドを
使用すると 、 ト ランク送信元ポート の SPAN ト ラフィ ッ クを指定さ れた  VLAN だけに限定でき
ま す。

VLAN のモニタ リ ングおよび VLAN のフィ ルタ リ ングは相互に排他的な関係です。 VLAN が送
信元の場合、 VLAN のフィ ルタ リ ングはイネーブルにできません。 VLAN のフィ ルタ リ ングが
設定さ れて いる場合、 VLAN は送信元になるこ と ができません。

入力ト ラフィ ッ ク転送がネッ ト ワーク  セキュ リ ティ  デバイスでイネーブルの場合、 宛先ポー
ト はレ イヤ 2 でト ラフィ ッ ク を転送しま す。

宛先ポート は次のよ うな動作を設定できま す。

• 他のキーワードなしで、 monitor session session_number destination interface interface-id を
入力した場合、 出力のカプセル化はタ グなしと なり 、 入力転送はイネーブルになり ません。

• monitor session session_number destination interface interface-id ingress を入力した場合は、
出力カプセル化はタ グなしで、 入力カプセル化はそのあと に続く キーワードが dot1q、
untagged のいずれであるかによって決ま り ま す。

• 他のキーワードを指定せずに monitor session session_number destination interface 
interface-id encapsulation dot1q を入力すると 、 出力カプセル化で IEEE 802.1Q カプセル化
方式が使用さ れま す （こ れは、 ローカ ル SPAN だけに適用さ れま す。 RSPAN は dot1q カプ
セル化をサポート して いません）。

• monitor session session_number destination interface interface-id encapsulation dot1q ingress 
を入力した場合は、 出力カプセル化には IEEE 802.1Q カプセル化が使用さ れ、 入力カプセ
ル化はそのあと に続く キーワードが、 dot1q または untagged のいずれであるかによって決
ま り ま す （こ れは、 ローカ ル SPAN だけに適用さ れま す。 RSPAN は dot1q カプセル化をサ
ポート して いません）。

• その他のキーワードを指定せずに、 monitor session session_number destination interface 
interface-id encapsulation replicate を入力した場合は、 出力カプセル化は送信元インター
フェ イス  カプセル化を複製し、 入力ト ラフィ ッ ク転送はイネーブルにはなり ません。 （こ
れはローカ ル SPAN だけに適用しま す。 RSPAN はカプセル化の複製をサポート して いま
せん）。

• monitor session session_number destination interface interface-id encapsulation replicate 
ingress を入力した場合は、 出力カプセル化は送信元インターフェ イスのカプセル化を複製
し、 入力カプセル化はそのあと に続く キーワードが、 dot1q、 untagged のいずれであるか
によって決ま り ま す （こ れはローカ ル SPAN だけに適用しま す。 RSPAN はカプセル化の
複製をサポート して いません）。

例 次の例では、 ローカ ル SPAN セッ ショ ン 1 を作成し、 スタッ ク  メ ンバ 1 の送信元ポート  1 か
らスタッ ク  メ ンバ 2 の宛先ポート  2 に送受信するト ラフィ ッ クを モニタ リ ングする方法を示し
ま す。

Switch(config)# monitor session 1 source interface gigabitethernet2/0/1 both
Switch(config)# monitor session 1 destination interface gigabitethernet2/0/2 

次の例では、 宛先ポート を既存のローカ ル SPAN セッ ショ ンから削除する方法を示しま す。

Switch(config)# no monitor session 2 destination gigabitethernet2/0/2 

次の例では、 既存のセッ ショ ンの  SPAN ト ラフィ ッ クを指定の  VLAN だけに制限する方法を示
しま す。

Switch(config)# monitor session 1 filter vlan 100 - 110
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次の例では、 複数の送信元インターフェ イスを モニタ リ ングする RSPAN 送信元セッ ショ ン 1 
を設定し、 さ らに宛先 RSPAN VLAN 900 を設定する方法を示しま す。

Switch(config)# monitor session 1 source interface gigabitethernet2/0/1 
Switch(config)# monitor session 1 source interface port-channel 2 tx
Switch(config)# monitor session 1 destination remote vlan 900
Switch(config)# end

次の例では、 モニタ リ ングさ れたト ラフィ ッ クを受信するス イッ チに、 RSPAN 宛先セッ ショ
ン 10 を設定する方法を示しま す。

Switch(config)# monitor session 10 source remote vlan 900
Switch(config)# monitor session 10 destination interface gigabitethernet2/0/2 

次の例では、 IEEE 802.1Q カプセル化をサポート するセキュ リ ティ 装置を使用して、 VLAN 5 の
入力ト ラフィ ッ ク に対応する宛先ポート を設定する方法を示しま す。 出力ト ラフィ ッ ク は送信
元のカプセル化を複製しま す。 入力ト ラフィ ッ ク は IEEE 802.1Q カプセル化を使用しま す。

Switch(config)# monitor session 2 destination interface gigabitethernet2/0/2 encapsulation 
replicate ingress dot1q vlan 5 

次の例では、 カプセル化をサポート し ないセキュ リ ティ  デバイスを使用して、 VLAN 5 上の入
力ト ラフィ ッ クの宛先ポート を設定する方法を示しま す。 出力ト ラフィ ッ ク および入力ト ラ
フィ ッ ク はタ グなしです。

Switch(config)# monitor session 2 destination interface gigabitethernet2/0/2 ingress 
untagged vlan 5 

設定を確認するには、 show monitor 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。 show running-config 特
権 EXEC コマン ドを入力すると 、 ス イッ チの  SPAN および RSPAN 設定を表示するこ と ができ
ま す。 SPAN 情報は出力の 後付近に表示さ れま す。

関連コマンド コマンド 説明

remote-span vlan コ ンフィ ギュレーショ ン モードで RSPAN VLAN を設定し
ま す。

show monitor SPAN および RSPAN セッ ショ ン情報を表示しま す。

show running-config 現在の動作設定を表示しま す。
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mvr （グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン）
mvr （グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン）
ス イッ チ上のマ ルチキャ スト  VLAN レジスト レーショ ン （MVR） 機能を イネーブルにするに
は、 キーワードを指定せずに mvr グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。
こ のコマン ドをキーワードと と も に使用すると 、 ス イッ チの  MVR モードの設定、 MVR IP マ ル
チキャ スト  アドレスの設定、 またはグループ メ ンバーシッ プからのポート の削除を行 う前に、
ク エリ ーの返答を待つ 大時間の設定、 または MVR マ ルチキャ スト  VLAN の指定が行われま
す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

mvr [group ip-address [count] | mode [compatible | dynamic] | querytime value | vlan vlan-id] 

no mvr [group ip-address | mode [compatible | dynamic] | querytime value | vlan vlan-id]

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明 group ip-address ス イッ チの  MVR グループ IP マ ルチキャ スト  アドレスをスタティ ッ
ク に設定しま す。

スタティ ッ ク に設定した  IP マ ルチキャ スト  アドレスまたは連続アド
レスを削除したり 、 IP アドレスが入力さ れない場合にすべてのスタ
ティ ッ ク に設定さ れた  MVR IP マ ルチキャ スト  アドレスを削除したり
する場合は、 このコマン ドの no 形式を使用しま す。

count （任意） 複数の連続 MVR グループ アドレスを設定しま す。 指定でき
る範囲は 1 ～ 256 です。 デフォ ルト 値は 1 です。

mode （任意） MVR の動作モードを指定しま す。

デフォ ルト は compatible モードです。

compatible MVR モードを設定して、 Catalyst 2900 XL および Catalyst 3500 XL ス
イッ チと 互換性を持つよ うにしま す。 このモードでは、 送信元ポート
でのダイナミ ッ ク  メ ンバーシッ プ加入は使用できません。

dynamic MVR モードを設定して、 送信元ポート でダイナミ ッ ク  MVR メ ン
バーシッ プを使用でき るよ うにしま す。

querytime value （任意） レシーバ ポート で IGMP レポート  メ ンバーシッ プを待機する
大時間を設定しま す。 この時間は、 レシーバ ポート 脱退処理にだ

け適用さ れま す。 IGMP ク エリ ーがレシーバ ポート から送信さ れた場
合、 ス イッ チは、 デフォ ルト または設定さ れた  MVR ク エリ ー時間が
経過するまで IGMP グループ メ ンバーシッ プ レポート を待ってから、
ポート をマ ルチキャ スト  グループ メ ンバーシッ プから削除しま す。

この値は 10 分の  1 秒単位の応答時間です。指定でき る範囲は 1 ～ 100 
です。 デフォ ルト は 5/10 秒つま り  1/2 秒です。

デフォ ルト 設定に戻す場合は、 こ のコマン ドの no 形式を使用しま す。

vlan vlan-id （任意） MVR マ ルチキャ スト  データの受信が予想さ れる VLAN を
指定しま す。 こ れは、 すべての送信元ポート が属する VLAN でも あ
り ま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 4094 です。 デフォ ルト 値は VLAN 1 
です。
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mvr（ グローバル コンフィ ギュレーショ ン）
デフォルト MVR はデフォ ルト でディ セーブルです。

デフォ ルト の MVR モードは、 compatible モードです。

IP マ ルチキャ スト  アドレスは、 デフォ ルト ではス イッ チで設定さ れま す。

デフォ ルト のグループ IP アドレス  カ ウント は 0 です。

デフォ ルト のク エリ ー応答時間は 5/10 秒つま り  1/2 秒です。

デフォ ルト の MVR 用マ ルチキャ スト  VLAN は VLAN 1 です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 大 256 の  MVR マ ルチキャ スト  グループを  1 つのス イッ チで設定できま す。

MVR に属するすべての  IP マ ルチキャ スト  アドレスをスタティ ッ ク に設定する場合は、 mvr 
group コマン ドを使用しま す。 設定したマ ルチキャ スト  アドレスに送信さ れたマ ルチキャ スト  
データは、 ス イッ チのすべての送信元ポート およびその  IP マ ルチキャ スト  アドレスでデータ
を受信するよ う登録さ れたすべてのレシーバ ポート に送信さ れま す。

MVR はス イッ チのエイリ アス  IP マ ルチキャ スト  アドレスをサポート しま す。 ただし、 ス イッ
チが Catalyst 3550 または Catalyst 3500 XL ス イッ チと 連携動作して いる場合は、 それらの間で
エイリ アスと して使用さ れる IP アドレスや予約済みの  IP マ ルチキャ スト  アドレス
（224.0.0.xxx 範囲内） を設定する必要はあり ません。

mvr querytime コマン ドはレシーバ ポート だけに適用さ れま す。

ス イッ チ MVR が、 Catalyst 2900 XL または Catalyst 3500 XL ス イッ チと 相互動作して いる場合
は、 マ ルチキャ スト  モードを  compatible に設定してく ださ い。

compatible モードで動作して いる場合は、 MVR は MVR 送信元ポート での  IGMP ダイナミ ッ ク
加入をサポート しません。

MVR はス イッ チで IGMP スヌーピングと 共存できま す。

例 次の例では、 MVR を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# mvr

show mvr 特権 EXEC コマン ドを使用すると 、 大のマ ルチキャ スト  グループの現在の設定を
表示できま す。

次の例では、 228.1.23.4 を  IP マ ルチキャ スト  アドレスと して設定する方法を示しま す。

Switch(config)# mvr group 228.1.23.4

次の例では、 228.1.23.1 ～ 228.1.23.10 のマ ルチキャ スト  アドレスと と も に 10 の連続 IP マ ルチ
キャ スト  グループを設定する方法を示しま す。

Switch(config)# mvr group 228.1.23.1 10

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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mvr （グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン）
ス イッ チで設定さ れた  IP マ ルチキャ スト  グループ アドレスを表示する場合は、 show mvr 
members 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

次の例では、 大ク エリ ー応答時間を  1 秒 （10/10） に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# mvr querytime 10

次の例では、 VLAN 2 をマ ルチキャ スト  VLAN と して設定する方法を示しま す。

Switch(config)# mvr vlan 2 

設定を確認するには、 show mvr 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

mvr （インターフェ イス  コ ン
フィ ギュレーショ ン）

MVR ポート を設定しま す。

show mvr MVR グローバル パラメ ータまたはポート  パラメ ータを表
示しま す。

show mvr interface 設定さ れた  MVR インターフェ イスをそのタ イプ、 ステータ
ス、 および即時脱退設定と と も に表示しま す。 インター
フェ イスがメ ンバであるすべての  MVR グループを表示しま
す。

show mvr members MVR マ ルチキャ スト  グループのメ ンバであるすべてのポー
ト を表示しま す。 グループにメ ンバがいない場合、 そのス
テータスは Inactive と して表示さ れま す。
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mvr（ インターフェ イス  コンフィ ギュレーショ ン）
mvr （インターフェ イス コ ンフィ ギュレーショ ン）
レ イヤ 2 のポート をマ ルチキャ スト  VLAN レジスト レーショ ン （MVR） のレシーバまたは送
信元ポート と して設定するこ と で、 即時脱退機能を設定し、 IP マ ルチキャ スト  VLAN と  IP ア
ドレスにポート をスタティ ッ ク に割り 当て るには、 mvr インターフェ イス  コ ンフィ ギュレー
ショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用し
ま す。

mvr [immediate | type {receiver | source} | vlan vlan-id group [ip-address]]

no mvr [immediate | type {source | receiver}| vlan vlan-id group [ip-address]]

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト ポート はレシーバと しても送信元と しても設定さ れません。

即時脱退機能はすべてのポート でディ セーブルです。

レシーバ ポート はどの設定済みマ ルチキャ スト  グループにも属して いません。

immediate （任意） ポート の MVR の即時脱退機能を イネーブルにしま す。 こ
の機能をディ セーブルにするには、 no mvr immediate コマン ドを
使用しま す。

type （任意） ポート を  MVR レシーバ ポート または送信元ポート と して
設定しま す。

デフォ ルト  ポート  タ イプは、 MVR 送信元ポート およびレシーバ 
ポート のどちらでも あり ません。 no mvr type コマン ドは、 送信元
ポート およびレシーバ ポート のどちらでも ないポート と してポー
ト を リ セッ ト しま す。

receiver ポート を、 マ ルチキャ スト  データの受信だけが可能な加入者ポー
ト と して設定しま す。 レシーバ ポート はマ ルチキャ スト  VLAN に
属するこ と はできません。

source ポート を、 設定済みのマ ルチキャ スト  グループと のマ ルチキャ ス
ト  データの送受信が可能なアッ プリ ンク  ポート と して設定しま
す。 ス イッ チの送信元ポート はすべて単一のマ ルチキャ スト  
VLAN に属しま す。

vlan vlan-id group （任意） ポート を、 指定さ れた  VLAN ID を持つマ ルチキャ スト グ
ループのスタティ ッ ク  メ ンバと して追加しま す。

no mvr vlan vlan-id group コマン ドは、IP マ ルチキャ スト  アドレス  
グループのメ ンバーシッ プから  VLAN 上のポート を削除しま す。

ip-address （任意）指定さ れたマ ルチキャ スト  VLAN ID の指定さ れた  MVR IP 
マ ルチキャ スト  グループ アドレスをスタティ ッ ク に設定しま す。
こ れは、 ポート が加入して いるマ ルチキャ スト  グループの  IP アド
レスです。
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mvr （インターフェ イス コ ンフィ ギュレーショ ン）
コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ポート が設定さ れたマ ルチキャ スト  グループ向けマ ルチキャ スト  データを送受信でき るよ う
にする場合は、 ポート を送信元ポート と して設定しま す。 マ ルチキャ スト  データは送信元ポー
ト と して設定さ れて いるすべてのポート で受信さ れま す。

レシーバ ポート はト ランク  ポート になるこ と はできません。 ス イッ チのレシーバ ポート は異
なる VLAN に属して いてもかま いませんが、 マ ルチキャ スト  VLAN に属するこ と はできませ
ん。

MVR に参加して いないポート は、 MVR レシーバ ポート または送信元ポート と して設定し ない
でく ださ い。 非 MVR ポート は通常のス イッ チ ポート であり 、 通常のス イッ チ動作でマ ルチ
キャ スト  データを送受信するこ と ができま す。

即時脱退機能がイネーブルの場合、 レシーバ ポート はより 短時間でマ ルチキャ スト  グループ
から脱退しま す。 即時脱退機能がなく 、 ス イッ チがレシーバ ポート のグループから  IGMP 
Leave メ ッ セージを受信した場合、 ス イッ チは、 そのポート に IGMP MAC （メ ディ ア アク セス  
コ ント ロール） ベースのク エリ ーを送信し、 IGMP グループ メ ンバーシッ プ レポート を待ちま
す。 設定さ れた時間内にレポート が届かないと 、 レシーバ ポート がマ ルチキャ スト  グループ 
メ ンバーシッ プから削除さ れま す。 即時脱退機能では、 IGMP Leave を受信したレシーバ ポー
ト から  IGMP MAC ベースのク エリ ーは送信さ れません。 Leave メ ッ セージの受信後ただちに、
マ ルチキャ スト  グループ メ ンバーシッ プからレシーバ ポート が削除さ れるので、 脱退のため
の待ち時間が短縮さ れま す。

即時脱退機能を イネーブルにするのは、 レシーバ装置が 1 つだけ接続さ れて いるレシーバ ポー
ト に限定してく ださ い。

mvr vlan group コマン ドは、 IP マ ルチキャ スト  アドレスへ送信さ れたマ ルチキャ スト  ト ラ
フィ ッ クを受信するよ うにポート をスタティ ッ ク に設定しま す。 グループのメ ンバと してスタ
ティ ッ ク に設定さ れたポート は、 スタティ ッ ク に削除さ れるまではそのグループのメ ンバのま
まです。 compatible モードでは、 このコマン ドはレシーバ ポート だけに適用さ れま す。
dynamic モードでは送信元ポート にも適用さ れま す。 レシーバ ポート は、 IGMP Join メ ッ セー
ジを使用してダイナミ ッ ク にマ ルチキャ スト  グループに加入するこ と も できま す。

compatible モードで動作して いる場合は、 MVR は MVR 送信元ポート での  IGMP ダイナミ ッ ク
加入をサポート しません。

例 次の例では、 MVR レシーバ ポート と してポート を設定する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/2 
Switch(config-if)# mvr type receiver

設定さ れたレシーバ ポート および送信元ポート を表示するには、 show mvr interface 特権 
EXEC コマン ドを使用しま す。

次の例では、 ポート の即時脱退機能を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/2 
Switch(config-if)# mvr immediate

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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mvr（ インターフェ イス  コンフィ ギュレーショ ン）
次の例では、VLAN 1 のポート を  IP マ ルチキャ スト  グループ 228.1.23.4 のスタティ ッ ク  メ ンバ
と して追加する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/2 
Switch(config-if)# mvr vlan1 group 230.1.23.4

設定を確認するには、 show mvr members 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

mvr （グローバル コ ンフィ
ギュレーショ ン）

ス イッ チ上でマ ルチキャ スト  VLAN レジスト レーショ ンを イ
ネーブルにして、 設定しま す。

show mvr MVR グローバル パラメ ータまたはポート  パラメ ータを表示し
ま す。

show mvr interface 設定済みの  MVR インターフェ イスを表示するか、 またはレ
シーバ ポート が所属するマ ルチキャ スト  グループを表示しま
す。 インターフェ イスがメ ンバであるすべての  MVR グループ
を表示しま す。

show mvr members MVR マ ルチキャ スト  グループのメ ンバであるすべてのレシー
バ ポート を表示しま す。
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network-policy
network-policy
インターフェ イスにネッ ト ワーク ポリ シー プロフ ァイ ルを適用するには、 network-policy イン
ターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 ポリ シーを削除する場合は、
こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

network-policy profile number

no network-policy

構文の説明

デフォルト ネッ ト ワーク ポリ シー プロフ ァイ ルは適用さ れません。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン インターフェ イスにプロフ ァイ ルを適用するには、 network-policy profile number インターフェ
イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。

初にインターフェ イス上にネッ ト ワーク ポリ シー プロフ ァイ ルを設定した場合、 インター
フェ イス上に switchport voice vlan コマン ドを適用できません。 switchport voice vlan vlan-id が
すでにインターフェ イス上に設定さ れて いる場合、 ネッ ト ワーク ポリ シー プロフ ァイ ルを イン
ターフェ イス上に適用できま す。 その後、 インターフェ イスは、 インターフェ イス上に適用さ
れた音声または音声シグナリ ング VLAN ネッ ト ワーク ポリ シー プロフ ァイ ルを使用しま す。

例 次の例では、 インターフェ イスにネッ ト ワーク ポリ シー プロフ ァイ ル 60 を適用する方法を示
しま す。

Switch(config)# interface_id
Switch(config-if)# network-policy 60

関連コマンド

profile number ネッ ト ワーク ポリ シー プロフ ァイ ルの番号を指定しま す。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(55)SE このコマン ドは、 LAN Lite イメ ージでサポート さ れま す。

コマンド 説明

network-policy profile （グローバ
ル コ ンフィ ギュレーショ ン）

ネッ ト ワーク ポリ シー プロフ ァイ ルを作成しま す。
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network-policy profile （ネッ ト
ワーク ポリ シー コ ンフィ ギュ
レーショ ン）

ネッ ト ワーク ポリ シー プロフ ァイ ルの属性を設定しま す。

show network-policy profile 設定さ れたネッ ト ワーク ポリ シー プロフ ァイ ルを表示し
ま す。

コマンド 説明
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network-policy profile （グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン）
network-policy profile （グローバル コ ンフィ ギュレーショ
ン）

ネッ ト ワーク ポリ シー プロフ ァイ ルを作成し、 ネッ ト ワーク ポリ シー コ ンフィ ギュレーショ
ン モードに入るには、 network-policy profile グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを
使用しま す。 ポリ シーを削除し、 グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン モードに戻るには、 こ
のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

network-policy profile profile number

no network-policy profile profile number

構文の説明

デフォルト ネッ ト ワーク ポリ シー プロフ ァイ ルは定義さ れて いません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン プロフ ァイ ルを作成し、 ネッ ト ワーク ポリ シー プロフ ァイ ル コ ンフィ ギュレーショ ン モード
に入るには、 network-policy profile グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま
す。

ネッ ト ワーク ポリ シー プロフ ァイ ル コ ンフィ ギュレーショ ン モードから特権 EXEC モードに
戻る場合は、 exit コマン ドを入力しま す。

ネッ ト ワーク ポリ シー プロフ ァイ ル コ ンフィ ギュレーショ ン モードの場合、 VLAN、 Class of 
Service （CoS）、 DiffServ コー ド  ポイント （DSCP） の値、 およびタギング モードを指定するこ
と で、 音声および音声シグナリ ング用のプロフ ァイ ルを作成するこ と ができま す。

その後、 こ れらのプロフ ァイ ルの属性は、 Link Layer Discovery Protocol for Media Endpoint 
Devices （LLDP-MED） の  network-policy Time Length Value （TLV） に含ま れま す。

例 次の例では、 ネッ ト ワーク ポリ シー プロフ ァイ ル 60 を作成する方法を示しま す。

Switch(config)# network-policy profile 60
Switch(config-network-policy)# 

関連コマンド

profile number ネッ ト ワーク ポリ シー プロフ ァイ ルの番号を指定しま す。 指定
でき る範囲は 1 ～ 4294967295 です。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(55)SE このコマン ドは、 LAN Lite イメ ージでサポート さ れま す。
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network-policy profile（ グローバル コンフィ ギュレーショ ン）
コマンド 説明

network-policy インターフェ イスにネッ ト ワーク ポリ シーを適用しま す。

network-policy profile （ネッ ト
ワーク ポリ シー コ ンフィ ギュ
レーショ ン）

ネッ ト ワーク ポリ シー プロフ ァイ ルの属性を設定しま す。

show network-policy profile 設定さ れたネッ ト ワーク ポリ シー プロフ ァイ ルを表示し
ま す。
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network-policy profile （ネッ ト ワークポリシー コ ンフィ ギュレーショ ン）
network-policy profile （ネッ ト ワークポリシー コ ンフィ
ギュレーショ ン）

network-policy profile グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して作成さ れたネッ
ト ワーク  ポリ シー プロフ ァイ ルを設定するには、network-policy profile コ ンフィ ギュレーショ
ン モード  コマン ドを使用しま す。 プロフ ァイ ルを削除する場合は、 追加パラメ ータなしでこ
のコマン ドの  no 形式を使用しま す。 設定さ れた属性を変更する場合は、 パラメ ータと と も に
こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

network-policy profile profile number {voice | voice-signaling} vlan [vlan-id {cos cvalue | dscp 
dvalue}] | [[dot1p {cos cvalue | dscp dvalue}] | none | untagged]

no network-policy profile profile number {voice | voice-signaling} vlan [vlan-id | {cos cvalue} | 
{dscp dvalue}] | [[dot1p {cos cvalue} | {dscp dvalue}] | none | untagged]

構文の説明

デフォルト ネッ ト ワーク  ポリ シーは定義さ れて いません。

コマンド  モード ネッ ト ワーク ポリ シー コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

voice 音声アプリ ケーショ ン タ イプを指定しま す。

voice-signaling 音声シグナリ ング アプリ ケーショ ン タ イプを指定しま す。

vlan 音声ト ラフィ ッ ク用のネイティ ブ VLAN を指定しま す。

vlan-id （任意） 音声ト ラフィ ッ ク用の VLAN を指定しま す。 指定でき る
範囲は 1 ～ 4094 です。

cos cvalue （任意） 設定さ れた  VLAN に対するレ イヤ 2 プラ イオリ ティ  
Class of Service （CoS） を指定しま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 7 
です。 デフォ ルト 値は 5 です。

dscp dvalue （任意） 設定さ れた  VLAN に対する DiffServ コー ド  ポイント
（DSCP） 値を指定しま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 63 です。 デ
フォ ルト 値は 46 です。

dot1p （任意） IEEE 802.1p プラ イオリ ティ  タギングおよび VLAN 0 （ネ
イティ ブ VLAN） を使用するよ うに電話を設定しま す。

none （任意） 音声 VLAN に関して  IP Phone に指示しません。 IP Phone 
のキー パッ ドから入力さ れた設定を使用しま す。

untagged （任意） IP Phone をタ グなしの音声ト ラフィ ッ クを送信するよ う
設定しま す。 こ れが IP Phone のデフォ ルト 設定になり ま す。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(55)SE このコマン ドは、 LAN Lite イメ ージでサポート さ れま す。
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network-policy profile（ ネッ ト ワークポリ シー コンフィ ギュレーショ ン）
使用上のガイド ライン ネッ ト ワーク ポリ シー プロフ ァイ ルの属性を設定するには、 network-policy profile コマン ドを
使用しま す。

voice アプリ ケーショ ン タ イプは IP Phone 専用であり 、 対話形式の音声サービスをサポート す
るデバイスに似て いま す。 通常、 こ れらのデバイスは、 展開を容易に行えるよ うにし、 データ  
アプリ ケーショ ンから隔離してセキュ リ ティ を強化するために、 別個の  VLAN に配置さ れま
す。

voice-signaling アプリ ケーショ ン タ イプは、 音声メ ディ アと 異なる音声シグナリ ング用のポリ
シーを必要と するネッ ト ワーク  ト ポロジ用です。 すべての同じネッ ト ワーク  ポリ シーが voice 
policy TLV にアドバタ イズさ れたポリ シーと して適用さ れる場合、 こ のアプリ ケーショ ン タ イ
プはアドバタ イズし ないでく ださ い。

次の例では、プラ イオリ ティ  4 の  CoS を持つ VLAN 100 用の音声アプリ ケーショ ン タ イプを設
定する方法を示しま す。

Switch(config)# network-policy profile 1
Switch(config-network-policy)# voice vlan 100 cos 4 

次の例では、DSCP 値 34 を持つ VLAN 100 用の音声アプリ ケーショ ン タ イプを設定する方法を
示しま す。

Switch(config)# network-policy profile 1
Switch(config-network-policy)# voice vlan 100 dscp 34

次の例では、 プラ イオリ ティ  タギングを持つネイティ ブ VLAN 用の音声アプリ ケーショ ン タ
イプを設定する方法を示しま す。

Switch(config-network-policy)# voice vlan dot1p cos 4

関連コマンド コマンド 説明

network-policy インターフェ イスにネッ ト ワーク ポリ シーを適用しま す。

network-policy profile （グローバ
ル コ ンフィ ギュレーショ ン）

ネッ ト ワーク ポリ シー プロフ ァイ ルを作成しま す。

show network-policy profile 設定さ れたネッ ト ワーク ポリ シー プロフ ァイ ルを表示し
ま す。
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nmsp
nmsp
ネッ ト ワーク  モビリ ティ  サービス  プロト コ ル （NMSP） をス イッ チ上でイネーブルにするに
は、 nmsp グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 こ のコマン ドは、 ス
イッ チで暗号化ソ フト ウェア イメ ージが実行さ れて いる場合にだけ利用できま す。 デフォ ルト
設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

nmsp {enable | {notification interval {attachment | location} interval-seconds}}

no nmsp {enable | {notification interval {attachment | location} interval-seconds}}

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト NMSP はディ セーブルです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン NMSP ロケーショ ンおよびアタッ チメ ント 通知を  Cisco Mobility Services Engine （MSE） に送信
するよ うにス イッ チを イネーブルにするには、 nmsp グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマ
ン ドを使用しま す。

例 次の例では、 ス イッ チ上で NMSP を イネーブルにし、 ロケーショ ン通知時間を  10 秒に設定す
る方法を示しま す。

Switch(config)# vlan enable
Switch(config)# vlan notification interval location 10

関連コマンド

enable NMSP 機能をス イッ チ上でイネーブルにしま す。

notification interval NMSP 通知間隔を指定しま す。

attachment アタッ チメ ント 通知間隔を指定しま す。

location ロケーショ ン通知間隔を指定しま す。

interval-seconds ス イッ チが MSE にロケーショ ンまたはアタッ チメ ント の更新を
送信するまでの期間 （秒）。 指定でき る範囲は 1 ～ 30 です。 デ
フォ ルト 値は 30 です。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
2-383
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
nmsp
コマンド 説明

clear nmsp statistics NMSP 統計カ ウンタをク リ アしま す。

nmsp attachment suppress 特定の インターフェ イスからのアタッ チメ ント 情報のレ
ポート を抑制しま す。

show nmsp NMSP 情報を表示しま す。
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nmsp attachment suppress
nmsp attachment suppress
特定のインターフェ イスからのアタッ チメ ント 情報のレポート を抑制するには、 nmsp 
attachment suppress インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン モード  コマン ドを使用しま す。
こ のコマン ドは、 ス イッ チで暗号化ソ フト ウェア イメ ージが実行さ れて いる場合にだけ利用で
きま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

nmsp attachment suppress

no nmsp attachment suppress

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト こ のコマン ドにはデフォ ルト 設定はあり ません。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ロケーショ ンおよびアタッ チメ ント 通知を  Cisco Mobility Services Engine （MSE） に送信し ない
よ うにインターフェ イスを設定するには、 nmsp attachment suppress インターフェ イス  コ ン
フィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。

例 次の例では、 アタッ チメ ント 情報を  MSE に送信し ないよ うにインターフェ イスを設定する方
法を示しま す。

Switch(config)# switch interface interface-id
Switch(config-if)# nmsp attachment suppress

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

nmsp ス イッ チ上でネッ ト ワーク  モビリ ティ  サービス  プロト コ
ル （NMSP） を イネーブルにしま す。

show nmsp NMSP 情報を表示しま す。
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no authentication logging verbose
認証システ ム メ ッ セージから詳細な情報をフィ ルタ リ ングするには、 ス イッ チ スタッ クまた
はスタ ン ドアロ ン ス イッ チ上で no authentication logging verbose グローバル コ ンフィ ギュレー
ショ ン コマン ドを使用しま す。

no authentication logging verbose 

デフォルト すべての詳細情報はシステ ム メ ッ セージに表示さ れま す。

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドにより 、 認証システ ム メ ッ セージから、 予測さ れる成功などの詳細情報がフィ ル
タ リ ングさ れま す。

例 verbose 認証システ ム メ ッ セージをフィ ルタ リ ングするには、 次の手順に従いま す。

Switch(config)# no authentication logging verbose

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(55)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

no authentication 
logging verbose

認証システ ム メ ッ セージから詳細情報をフィ ルタ リ ングしま す。

no dot1x logging 
verbose

802.1x システ ム メ ッ セージから詳細情報をフィ ルタ リ ングしま す。

no mab logging 
verbose

MAC 認証バイパス （MAB） システ ム メ ッ セージから詳細情報をフィ
ルタ リ ングしま す。
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no dot1x logging verbose
no dot1x logging verbose
802.1x システ ム メ ッ セージから詳細な情報をフィ ルタ リ ングするには、 ス イッ チ スタッ クま
たはスタ ン ドアロ ン ス イッ チ上で no dot1x logging verbose グローバル コ ンフィ ギュレーショ
ン コマン ドを使用しま す。

no dot1x logging verbose 

デフォルト すべての詳細情報はシステ ム メ ッ セージに表示さ れま す。

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドにより 、 802.1x システ ム メ ッ セージから、 予測さ れる成功などの詳細情報がフィ
ルタ リ ングさ れま す。

例 verbose 802.1x システ ム メ ッ セージをフィ ルタ リ ングするには、 次の手順に従いま す。

Switch(config)# no dot1x logging verbose

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(55)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

no authentication 
logging verbose

認証システ ム メ ッ セージから詳細情報をフィ ルタ リ ングしま す。

no dot1x logging 
verbose

802.1x システ ム メ ッ セージから詳細情報をフィ ルタ リ ングしま す。

no mab logging 
verbose

MAC 認証バイパス （MAB） システ ム メ ッ セージから詳細情報をフィ
ルタ リ ングしま す。
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no mab logging verbose
MAC 認証バイパス （MAB） システ ム メ ッ セージから詳細な情報をフィ ルタ リ ングするには、
ス イッ チ スタッ クまたはスタ ン ドアロ ン ス イッ チ上で no mab logging verbose グローバル コ ン
フィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。

no mab logging verbose 

デフォルト すべての詳細情報はシステ ム メ ッ セージに表示さ れま す。

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドにより 、 MAC 認証バイパス （MAB） システ ム メ ッ セージから、 予測さ れる成功
などの詳細情報がフィ ルタ リ ングさ れま す。

例 verbose MAB システ ム メ ッ セージをフィ ルタ リ ングするには、 次の手順に従いま す。

Switch(config)# no mab logging verbose

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(55)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

no authentication 
logging verbose

認証システ ム メ ッ セージから詳細情報をフィ ルタ リ ングしま す。

no dot1x logging 
verbose

802.1x システ ム メ ッ セージから詳細情報をフィ ルタ リ ングしま す。

no mab logging 
verbose

MAC 認証バイパス （MAB） システ ム メ ッ セージから詳細情報をフィ
ルタ リ ングしま す。
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pagp learn-method
EtherChannel ポート から受信する着信パケッ ト の送信元アドレスを学習するには、 pagp 
learn-method インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト
設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

pagp learn-method {aggregation-port | physical-port}

no pagp learn-method

構文の説明

デフォルト デフォ ルト は aggregation-port （論理ポート  チャ ネル） です。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 学習方式は、 リ ンクの両端で同一の設定にする必要があり ま す。

（注） コマン ド ラ イン インターフェ イス （CLI） を経由して  physical-port キーワードが指定さ れた場
合でも 、 ス イッ チがサポート するのは、 集約ポート でのアドレスの学習だけです。 ス イッ チ 
ハード ウェアでは、 pagp learn-method および pagp port-priority インターフェ イス  コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドは無効ですが、 Catalyst 1900 ス イッ チなどの物理ポート によ るアドレ
ス学習だけをサポート するデバイスと の  PAgP の相互運用にはこ れらのコマン ドが必要です。

ス イッ チへのリ ンク  パート ナーが物理ラーナーである場合、 pagp learn-method physical-port 
インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用してス イッ チを物理ポート  ラー
ナーと して設定し、 port-channel load-balance src-mac グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コ
マン ドを使用して送信元 MAC アドレスに基づいた負荷分散方式を設定するこ と を推奨しま す。
こ の状況でだけ、 pagp learn-method インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使
用しま す。

aggregation-port 論理ポート  チャ ネルで学習するアドレスを指定しま す。 ス イッ チは、
EtherChannel のいずれかのポート を使用するこ と によって、 送信元に
パケッ ト を送信しま す。 この設定は、 デフォ ルト です。 集約ポート  
ラーナーの場合、 どの物理ポート にパケッ ト が届く かは重要ではあり
ません。

physical-port EtherChannel 内の物理ポート で学習するアドレスを指定しま す。 ス
イッ チは、 送信元アドレスを学習したものと 同じ  EtherChannel 内の
ポート を使用して送信元へパケッ ト を送信しま す。 チャ ネルの一方の
終端は、 特定の宛先 MAC または IP アドレスのチャ ネルのポート と 同
一のポート を使用しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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pagp learn-method
例 次の例では、 学習方式を設定し、 EtherChannel 内の物理ポート 上のアドレスを学習する方法を
示しま す。

Switch(config-if)# pagp learn-method physical-port

次の例では、 学習方式を設定し、 EtherChannel 内のポート  チャ ネル上のアドレスを学習する方
法を示しま す。

Switch(config-if)# pagp learn-method aggregation-port

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドまたは show pagp 
channel-group-number internal 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

pagp port-priority EtherChannel を経由するすべてのト ラフィ ッ ク が送信さ れるポート を
選択しま す。

show pagp PAgP チャ ネル グループ情報を表示しま す。

show running-config 現在の動作設定を表示しま す。
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pagp port-priority
EtherChannel を経由するすべてのポート 集約プロト コ ル （PAgP） ト ラフィ ッ ク が送信さ れる
ポート を選択するには、 pagp port-priority インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン
ドを使用しま す。 EtherChannel で使用さ れて いないすべてのポート がホッ ト スタ ンバイ モード
にあり 、 現在選択さ れて いるポート やリ ンク に障害が発生した場合、 こ れらのポート は稼働状
態にできま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

pagp port-priority priority

no pagp port-priority

構文の説明

デフォルト デフォ ルト は 128 です。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 同じ  EtherChannel 内で動作可能でメ ンバーシッ プを持つ物理ポート の中で も高いプラ イオリ
ティ を持つポート が、 PAgP 送信用と して選択さ れま す。

（注） コマン ド ラ イン インターフェ イス （CLI） を経由して  physical-port キーワードが指定さ れた場
合でも 、 ス イッ チがサポート するのは、 集約ポート でのアドレスの学習だけです。 ス イッ チ 
ハード ウェアでは、 pagp learn-method および pagp port-priority インターフェ イス  コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドは無効ですが、 Catalyst 1900 ス イッ チなどの物理ポート によ るアドレ
ス学習だけをサポート するデバイスと の  PAgP の相互運用にはこ れらのコマン ドが必要です。

ス イッ チへのリ ンク  パート ナーが物理ラーナーである場合、 pagp learn-method physical-port 
インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用してス イッ チを物理ポート  ラー
ナーと して設定し、 port-channel load-balance src-mac グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コ
マン ドを使用して送信元 MAC アドレスに基づいた負荷分散方式を設定するこ と を推奨しま す。
こ の状況でだけ、 pagp learn-method インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使
用しま す。

例 次の例では、 ポート  プラ イオリ ティ を  200 に設定する方法を示しま す。

Switch(config-if)# pagp port-priority 200

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドまたは show pagp 
channel-group-number internal 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

priority プラ イオリ ティ 番号は 0 ～ 255 です。 

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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pagp port-priority
関連コマンド コマンド 説明

pagp learn-method 着信パケッ ト の送信元アドレスを学習する機能を提供しま す。

show pagp PAgP チャ ネル グループ情報を表示しま す。

show running-config 現在の動作設定を表示しま す。
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permit （ARP アクセス リスト  コ ンフィ ギュレーショ ン）
permit （ARP アクセス リスト  コ ンフィ ギュレーショ ン）
Dynamic Host Configuration Protocol （DHCP） バインディ ングと の照合に基づいて アドレス解決
プロト コ ル （ARP） パケッ ト を許可するには、 permit ARP アク セス  リ スト  コ ンフィ ギュレー
ショ ン コマン ドを使用しま す。 アク セス  コ ント ロール リ スト から指定さ れたアク セス  コ ント
ロール エント リ （ACE） を削除するには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

permit {[request] ip {any | host sender-ip | sender-ip sender-ip-mask} mac {any | host 
sender-mac | sender-mac sender-mac-mask} | response ip {any | host sender-ip | sender-ip 
sender-ip-mask} [{any | host target-ip | target-ip target-ip-mask}] mac {any | host sender-mac 
| sender-mac sender-mac-mask} [{any | host target-mac | target-mac target-mac-mask}]} [log]

no permit {[request] ip {any | host sender-ip | sender-ip sender-ip-mask} mac {any | host 
sender-mac | sender-mac sender-mac-mask} | response ip {any | host sender-ip | sender-ip 
sender-ip-mask} [{any | host target-ip | target-ip target-ip-mask}] mac {any | host sender-mac 
| sender-mac sender-mac-mask} [{any | host target-mac | target-mac target-mac-mask}]} [log]

構文の説明

デフォルト デフォ ルト 設定はあり ません。

コマンド  モード ARP アク セス  リ スト  コ ンフィ ギュレーショ ン

request （任意） ARP 要求の照合を要求しま す。 request を指定し ない場合は、
すべての  ARP パケッ ト に対して照合が行われま す。

ip 送信側 IP アドレスを指定しま す。

any すべての  IP アドレスまたは MAC アドレスを許可しま す。

host sender-ip 指定さ れた送信側 IP アドレスを許可しま す。

sender-ip 
sender-ip-mask

指定さ れた範囲の送信側 IP アドレスを許可しま す。

mac 送信側 MAC アドレスを指定しま す。

host sender-mac 指定さ れた送信側 MAC アドレスを許可しま す。

sender-mac 
sender-mac-mask

指定さ れた範囲の送信側 MAC アドレスを許可しま す。

response ip ARP 応答の  IP アドレス値を定義しま す。

host target-ip （任意） 指定さ れたターゲッ ト  IP アドレスを許可しま す。

target-ip target-ip-mask （任意） 指定さ れた範囲のターゲッ ト  IP アドレスを許可しま す。

mac ARP 応答の  MAC アドレス値を指定しま す。

host target-mac （任意） 指定さ れたターゲッ ト  MAC アドレスを許可しま す。

target-mac 
target-mac-mask

（任意） 指定さ れた範囲のターゲッ ト  MAC アドレスを許可しま す。

log （任意） ACE と 一致するパケッ ト を記録しま す。 ip arp inspection 
vlan logging グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドで 
matchlog キーワードを設定して いる場合も 、 一致したパケッ ト がロ
グ記録さ れま す。
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permit（ ARP アクセス  リ スト  コンフィ ギュレーショ ン）
コマンド 履歴

使用上のガイド ライン permit 句を追加すると 、 一部の一致条件に基づいて  ARP パケッ ト を転送できま す。

例 次の例では、 ARP アク セス  リ スト を定義し、 IP アドレスが 1.1.1.1 で MAC アドレスが 
0000.0000.abcd のホスト からの  ARP 要求と  ARP 応答の両方を許可する方法を示しま す。

Switch(config)# arp access-list static-hosts
Switch(config-arp-nacl)# permit ip host 1.1.1.1 mac host 0000.0000.abcd
Switch(config-arp-nacl)# end

設定を確認するには、 show arp access-list 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(20)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

arp access-list ARP アク セス  コ ント ロール リ スト （ACL） を定義しま す。

deny （ARP アク セス  リ スト  
コ ンフィ ギュレーショ ン）

DHCP バインディ ングと の照合に基づいて  ARP パケッ ト を拒
否しま す。

ip arp inspection filter vlan スタティ ッ ク  IP アドレスで設定さ れたホスト からの  ARP 要求
および応答を許可しま す。

show arp access-list ARP アク セス  リ スト に関する詳細を表示しま す。
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permit （MAC アクセス リスト  コ ンフィ ギュレーショ ン）
permit （MAC アクセス リスト  コ ンフィ ギュレーショ ン）
条件が一致した場合に転送さ れる非 IP ト ラフィ ッ クを許可するには、 permit MAC アク セス  リ
スト  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。許可条件を拡張 MAC アク セス  リ スト か
ら削除するには、 こ のコマン ドの no 形式を使用しま す。

{permit | deny} {any | host src-MAC-addr | src-MAC-addr mask} {any | host dst-MAC-addr | 
dst-MAC-addr mask} [type mask | cos cos | aarp | amber | dec-spanning | decnet-iv | 
diagnostic | dsm | etype-6000 | etype-8042 | lat | lavc-sca | lsap lsap mask | mop-console | 
mop-dump | msdos | mumps | netbios | vines-echo | vines-ip | xns-idp] 

no {permit | deny} {any | host src-MAC-addr | src-MAC-addr mask} {any | host dst-MAC-addr | 
dst-MAC-addr mask} [type mask | cos cos | aarp | amber | dec-spanning | decnet-iv | 
diagnostic | dsm | etype-6000 | etype-8042 | lat | lavc-sca | lsap lsap mask | mop-console | 
mop-dump | msdos | mumps | netbios | vines-echo |vines-ip | xns-idp] 

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

（注） appletalk は、 コマン ド ラ インのヘルプ スト リ ングには表示さ れま すが、 一致条件と してはサ
ポート さ れて いません。

構文の説明 any あらゆる送信元または宛先 MAC アドレスを拒否するために指定す
るキーワードです。

host src-MAC-addr |
src-MAC-addr mask

ホスト  MAC アドレスと 任意のサブネッ ト  マスクを定義しま す。
パケッ ト の送信元アドレスが定義さ れたアドレスに一致する場合、
そのアドレスからの非 IP ト ラフィ ッ ク は拒否さ れま す。

host dst-MAC-addr | 
dst-MAC-addr mask

宛先 MAC アドレスと 任意のサブネッ ト  マスクを定義しま す。 パ
ケッ ト の宛先アドレスが定義さ れたアドレスに一致する場合、 そ
のアドレスへの非 IP ト ラフィ ッ ク は拒否さ れま す。

type mask （任意） パケッ ト の Ethertype 番号と 、 Ethernet II または SNAP カプ
セル化を使用して、 パケッ ト のプロト コ ルを識別しま す。

• type には、 0 ～ 65535 の  16 進数を指定できま す。

• mask は、 一致をテスト する前に Ethertype に適用さ れる don’ t 
care ビッ ト のマスク です。

aarp （任意） データ リ ンク  アドレスを ネッ ト ワーク  アドレスにマッ ピ
ングする Ethertype AppleTalk Address Resolution Protocol を選択しま
す。

amber （任意） EtherType DEC-Amber を選択しま す。

cos cos （任意） プラ イオリ ティ を設定するため、 0 ～ 7 までの任意の  Class 
of Service （CoS） 値を選択しま す。 CoS に基づく フィ ルタ リ ング
は、 ハード ウェアでだけ実行可能です。 cos オプショ ンが設定さ れ
て いるかど うかを確認する警告メ ッ セージが表示さ れま す。

dec-spanning （任意） EtherType Digital Equipment Corporation （DEC） スパニング
ツリ ーを選択しま す。

decnet-iv （任意） EtherType DECnet Phase IV プロト コ ルを選択しま す。
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permit（ MAC アクセス  リ スト  コンフィ ギュレーショ ン）
IPX ト ラフィ ッ クをフィ ルタ リ ングするには、 使用さ れて いる IPX カプセル化のタ イプに応じ
て、 type mask または lsap lsap mask キーワードを使用しま す。 表 2-22 に、 Novell 用語と  Cisco 
IOS 用語での  IPX カプセル化タ イプに対応するフィ ルタ条件を一覧表示しま す。

デフォルト こ のコマン ドには、 デフォ ルト はあり ません。 ただし、 名前付き  MAC ACL のデフォ ルト  アク
ショ ンは拒否です。

コマンド  モード MAC アク セス  リ スト  コ ンフィ ギュレーショ ン

diagnostic （任意） EtherType DEC-Diagnostic を選択しま す。

dsm （任意） EtherType DEC-DSM を選択しま す。

etype-6000 （任意） EtherType 0x6000 を選択しま す。

etype-8042 （任意） EtherType 0x8042 を選択しま す。

lat （任意） EtherType DEC-LAT を選択しま す。

lavc-sca （任意） EtherType DEC-LAVC-SCA を選択しま す。

lsap lsap-number mask （任意） パケッ ト の LSAP 番号 （0 ～ 65535） と  802.2 カプセル化を
使用して、 パケッ ト のプロト コ ルを識別しま す。

mask は、 一致をテスト する前に LSAP 番号に適用さ れる don’ t 
care ビッ ト のマスク です。

mop-console （任意） EtherType DEC-MOP Remote Console を選択しま す。

mop-dump （任意） EtherType DEC-MOP Dump を選択しま す。

msdos （任意） EtherType DEC-MSDOS を選択しま す。

mumps （任意） EtherType DEC-MUMPS を選択しま す。

netbios （任意） EtherType DEC-Network Basic Input/Output System
（NETBIOS） を選択しま す。

vines-echo （任意） Banyan Systems によ る EtherType Virtual Integrated Network 
Service （VINES） Echo を選択しま す。

vines-ip （任意） EtherType VINES IP を選択しま す。

xns-idp （任意） EtherType Xerox Network Systems （XNS） プロト コ ル ス
イート を選択しま す。

表 2-22 IPX フィ ルタ基準

IPX カプセル化タ イプ

フィ ルタ基準Cisco IOS 名 Novell 名

arpa Ethernet II Ethertype 0x8137

snap Ethernet-snap Ethertype 0x8137

sap Ethernet 802.2 LSAP 0xE0E0

novell-ether Ethernet 802.3 LSAP 0xFFFF
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permit （MAC アクセス リスト  コ ンフィ ギュレーショ ン）
コマンド 履歴

使用上のガイド ライン MAC アク セス  リ スト  コ ンフィ ギュレーショ ン モードを開始するには、 mac access-list 
extended グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。

host キーワードを使用した場合、 アドレス  マスク は入力できません。 any キーワードまたは 
host キーワードを使用し ない場合は、 アドレス  マスクを入力する必要があり ま す。

アク セス  コ ント ロール エント リ （ACE） が ACL に追加さ れた場合、 リ スト の 後には暗黙の  
deny-any-any 条件が存在しま す。 つま り 、 一致がない場合にはパケッ ト は拒否さ れま す。 ただ
し、 初の  ACE が追加さ れる前に、 リ スト はすべてのパケッ ト を許可しま す。

名前付き  MAC 拡張アク セス  リ スト の詳細については、 このリ リ ースに対応するソ フト ウェア 
コ ンフィ ギュレーショ ン ガイ ドを参照してく ださ い。 

例 次の例では、 あらゆる送信元から  MAC アドレス  00c0.00a0.03fa への  NETBIOS ト ラフィ ッ クを
許可する名前付き  MAC 拡張アク セス  リ スト を定義する方法を示しま す。 このリ スト に一致す
るト ラフィ ッ ク は許可さ れま す。

Switch(config-ext-macl)# permit any host 00c0.00a0.03fa netbios

次の例では、 名前付き  MAC 拡張アク セス  リ スト から許可条件を削除する方法を示しま す。

Switch(config-ext-macl)# no permit any 00c0.00a0.03fa 0000.0000.0000 netbios

次の例では、 Ethertype 0x4321 のすべてのパケッ ト を許可しま す。

Switch(config-ext-macl)# permit any any 0x4321 0

設定を確認するには、 show access-lists 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

deny （MAC アク セス  リ スト  
コ ンフィ ギュレーショ ン）

条件が一致した場合に非 IP ト ラフィ ッ ク が転送さ れるのを拒
否しま す。

mac access-list extended 非 IP ト ラフィ ッ ク用に MAC アドレス  ベースのアク セス  リ ス
ト を作成しま す。

show access-lists ス イッ チに設定さ れた  ACL を表示しま す。
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police
分類さ れたト ラフィ ッ クのポリ サーを定義するには、 police ポリ シー マッ プ ク ラス  コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 ポリ サーは、 大許容伝送速度、 大バースト 伝送サ
イズ、 およびいずれかの 大値を超過した場合の対処法を定義しま す。 既存のポリ サーを削除
するには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

police rate-bps burst-byte [exceed-action {drop | policed-dscp-transmit}]

no police rate-bps burst-byte [exceed-action {drop | policed-dscp-transmit}]

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト ポリ サーは定義さ れません。

コマンド  モード ポリ シー マッ プ ク ラス  コ ンフィ ギュレーショ ン 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 階層ポリ シー マッ プを設定する場合、 セカンダリ  インターフェ イス  レベルのポリ シー マッ プ
で使用でき るのは police ポリ シー マッ プ コマン ドだけです。

2 つ以上の物理ポート を制御するポート  ASIC デバイスは、 256 個のポリ サー （255 個のユーザ
設定可能なポリ サーと  1 個の内部使用向けに予約さ れたポリ サー） をサポート しま す。 ポート
ごと にサポート さ れるユーザ設定可能なポリ サーの 大数は 63 です。 ポリ サーはソ フト ウェ

rate-bps 平均ト ラフィ ッ ク伝送速度を ビッ ト / 秒 （b/s） で指定しま す。 指定で
き る範囲は 8000 ～ 1000000000 です。

Catalyst 2960-S ス イッ チではレート を  8000 に設定できま すが、 小
レート の粒度は、 実際には 16000 です。

burst-byte 通常のバースト  サイズ （バイト ） を指定しま す。 指定でき る範囲は 
8000 ～ 1000000 です。

exceed-action drop （任意） 指定さ れた伝送速度を超えた場合は、 ス イッ チがパケッ ト を
ドロッ プするよ うに指定しま す。

exceed-action 
policed-dscp-transmit

（任意） 指定さ れた伝送速度を超えた場合、 ス イッ チがパケッ ト の  
DiffServ コー ド  ポイント （DSCP） をポリ シング設定 DSCP マッ プに
指定さ れた値に変え、 パケッ ト を送信するよ うに指定しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(55)SE Catalyst 2960 ス イッ チでは Catalyst 2960 ス イッ チでは、 設定可能な

低ポリ シング速度が毎秒 1 Mb から  8000 ビッ ト に変更さ れま した。
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アによってオンデマン ドで割り 振ら れ、 ハード ウェアおよび ASIC の限界によって制約さ れま
す。 ポート ごと にポリ サーを予約するこ と はできません。 ポート がいずれかのポリ サーに割り
当て ると いう保証はあり ません。

ポリ シー マッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン モードに戻るには、 exit コマン ドを使用しま す。 特
権 EXEC モードに戻るには、 end コマン ドを使用しま す。

ポリ シングは、 ト ーク ン バケッ ト  アルゴリ ズ ムを使用しま す。 バケッ ト の深さ （バケッ ト が
オーバーフローするまでの許容 大バースト ） を設定するには、 police ポリ シー マッ プ ク ラス  
コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドの  burst-byte オプショ ンまたは mls qos aggregate-policer グ
ローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 ト ーク ンがバケッ ト から削除さ れ
る速度 （平均速度） を設定するには、 police ポリ シー マッ プ ク ラス  コ ンフィ ギュレーショ ン 
コマン ドの rate-bps オプショ ンまたは mls qos aggregate-policer グローバル コ ンフィ ギュレー
ショ ン コマン ドを使用しま す。 詳細については、 こ のリ リ ースに対応するソ フト ウェア コ ン
フィ ギュレーショ ン ガイ ドを参照してく ださ い。

例 次の例では、 ト ラフィ ッ ク がバースト  サイズ 20 KB で平均伝送速度 1 Mb/s を超えた場合に、
ポリ サーがパケッ ト を ドロッ プするよ うに設定する方法を示しま す。 着信パケッ ト の  DSCP が
信頼さ れ、 パケッ ト は変更さ れません。

Switch(config)# policy-map policy1
Switch(config-pmap)# class class1
Switch(config-pmap-c)# trust dscp
Switch(config-pmap-c)# police 1000000 20000 exceed-action drop
Switch(config-pmap-c)# exit

次の例では、 DSCP 値をポリ シング設定 DSCP マッ プに定義さ れた値でマーク ダウンしてパ
ケッ ト を送信するポリ サーを設定する方法を示しま す。

Switch(config)# policy-map policy2
Switch(config-pmap)# class class2
Switch(config-pmap-c)# police 1000000 20000 exceed-action policed-dscp-transmit
Switch(config-pmap-c)# exit

設定を確認するには、 show policy-map 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

class 指定さ れたク ラスマッ プ名のト ラフィ ッ ク分類一致条件
（police、 set、 および trust ポリ シー マッ プ ク ラス  コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドによ る） を定義しま す。

mls qos map policed-dscp ポリ シング設定 DSCP マッ プを  DSCP の信頼でき るポート に適
用しま す。

policy-map 複数のポート に接続可能なポリ シー マッ プを作成または変更
して、 サービス  ポリ シーを指定しま す。

set パケッ ト に DSCP 値または IP precedence 値を設定するこ と に
よって、 IP ト ラフィ ッ クを分類しま す。

show policy-map Quality of Service （QoS） ポリ シー マッ プを表示しま す。

trust class ポリ シー マッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドまたは 
class-map グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用
して分類さ れたト ラフィ ッ クの信頼状態を定義しま す。
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同一のポリ シー マッ プにある複数のク ラスに集約ポリ サーを適用するには、 police aggregate 
ポリ シー マッ プ ク ラス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 ポリ サーは、 大許
容伝送速度、 大バースト 伝送サイズ、 およびいずれかの 大値を超過した場合の対処法を定
義しま す。 指定さ れたポリ サーを削除するには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

police aggregate aggregate-policer-name

no police aggregate aggregate-policer-name

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト 集約ポリ サーは定義さ れません。

コマンド  モード ポリ シー マッ プ ク ラス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 2 つ以上の物理ポート を制御するポート  ASIC デバイスは、 256 個のポリ サー （255 個のユーザ
設定可能なポリ サーと  1 個の内部使用向けに予約さ れたポリ サー） をサポート しま す。 ポート
ごと にサポート さ れるユーザ設定可能なポリ サーの 大数は 63 です。 ポリ サーはソ フト ウェ
アによってオンデマン ドで割り 振ら れ、 ハード ウェアおよび ASIC の限界によって制約さ れま
す。 ポート ごと にポリ サーを予約するこ と はできません。 ポート がいずれかのポリ サーに割り
当て ると いう保証はあり ません。

集約ポリ サー パラメ ータを設定するには、 mls qos aggregate-policer グローバル コ ンフィ ギュ
レーショ ン コマン ドを使用しま す。 集約ポリ サーは同じポリ シー マッ プ内の複数のク ラス
に適用さ れま す。 異なるポリ シー マッ プにまたがって集約ポリ サーを使用するこ と はできま
せん。

ポリ シー マッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン モードに戻るには、 exit コマン ドを使用しま す。 特
権 EXEC モードに戻るには、 end コマン ドを使用しま す。

階層ポリ シー マッ プで集約ポリ サーを設定するこ と はできません。

例 次の例では、 集約ポリ サー パラメ ータを定義する方法と 、 ポリ シー マッ プ内の複数のク ラス
にそのポリ サーを適用する方法を示しま す。

Switch(config)# mls qos aggregate-policer agg_policer1 1000000 8000 exceed-action drop
Switch(config)# policy-map policy2

aggregate-policer-name 集約ポリ サーの名前です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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Switch(config-pmap)# class class1
Switch(config-pmap-c)# police aggregate agg_policer1
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class class2
Switch(config-pmap-c)# set dscp 10
Switch(config-pmap-c)# police aggregate agg_policer1
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class class3
Switch(config-pmap-c)# trust dscp
Switch(config-pmap-c)# police aggregate agg_policer2
Switch(config-pmap-c)# exit

設定を確認するには、 show mls qos aggregate-policer 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

mls qos aggregate-policer ポリ シー マッ プ内の複数のク ラスが共有でき るポリ サー 
パラメ ータを定義しま す。

show mls qos aggregate-policer Quality of Service （QoS） 集約ポリ サー設定を表示しま す。
2-401
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
policy-map
policy-map
複数の物理ポート に適用でき るポリ シーマッ プを作成または変更し、 ポリ シーマッ プ コ ンフィ
ギュレーショ ン モードを開始するには、 policy-map グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマ
ン ドを使用しま す。 既存のポリ シー マッ プを削除し、 グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン 
モードに戻るには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

policy-map policy-map-name

no policy-map policy-map-name

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト ポリ シー マッ プは定義さ れません。

デフォ ルト の動作は、 パケッ ト が IP パケッ ト の場合には DiffServ コー ド  ポイント （DSCP） を  
0 に設定し、 パケッ ト がタ グ付きの場合には Class of Service （CoS） を  0 に設定しま す。 ポリ シ
ングは実行さ れません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン policy-map コマン ドを入力すると 、 ポリ シー マッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン モードに入り 、
次のコ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドが使用可能になり ま す。

• class ： 指定したク ラス  マッ プの分類一致基準を定義しま す。 詳細については、 「class」
（2-86 ページ） の項を参照してく ださ い。

• description ： ポリ シー マッ プを説明しま す （ 大 200 文字）。

• exit ： ポリ シー マッ プ ク ラス  コ ンフィ ギュレーショ ン モードを終了し、 グローバル コ ン
フィ ギュレーショ ン モードに戻り ま す。

• no ： 以前定義したポリ シー マッ プを削除しま す。

• rename ： 現在のポリ シー マッ プの名前を変更しま す。

グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン モードに戻るには、 exit コマン ドを使用しま す。 特権 
EXEC モードに戻るには、 end コマン ドを使用しま す。

一致基準がク ラス  マッ プに定義さ れて いるク ラスのポリ シーを設定する前に、 policy-map コマ
ン ドを使用して作成、 追加または変更するポリ シー マッ プの名前を指定しま す。 policy-map コ
マン ドを入力した場合も 、 ポリ シー マッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン モードがイネーブルにな
り 、 こ のモードでポリ シー マッ プのク ラス  ポリ シーを設定または変更するこ と ができま す。

policy-map-name ポリ シー マッ プ名。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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ク ラス  ポリ シーをポリ シー マッ プ内で設定でき るのは、 ク ラスに一致基準が定義さ れて いる
場合だけです。 ク ラスの一致基準を設定するには、 class-map グローバル コ ンフィ ギュレー
ショ ン コマン ドおよび match ク ラス  マッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。
物理ポート 単位でパケッ ト 分類を定義しま す。

サポート さ れるポリ シーマッ プは、 入力ポート ごと に 1 つだけです。 複数の物理ポート に対し
て、 同一のポリ シーマッ プを適用するこ と ができま す。

例 次の例では、 policy1 と いう名前のポリ シー マッ プを作成する方法を示しま す。 入力ポート に
適用した場合、 class1 で定義さ れたすべての着信ト ラフィ ッ クの照合を行い、 IP DSCP を  10 に
設定し、 平均伝送速度 1 Mb/s、 バースト  20 KB のト ラフィ ッ ク をポリ シングしま す。 プロフ ァ
イ ルを超えるト ラフィ ッ ク は、 ポリ シング設定 DSCP マッ プから取得した  DSCP 値がマーク さ
れてから送信さ れま す。

Switch(config)# policy-map policy1
Switch(config-pmap)# class class1
Switch(config-pmap-c)# set dscp 10
Switch(config-pmap-c)# police 1000000 20000 exceed-action policed-dscp-transmit
Switch(config-pmap-c)# exit

次の例では、 ポリ シー マッ プ policymap2 に複数のク ラスを設定する方法を示しま す。

Switch(config)# policy-map policymap2
Switch(config-pmap)# class class1
Switch(config-pmap-c)# set dscp 10
Switch(config-pmap-c)# police 1000000 20000 exceed-action policed-dscp-transmit
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class class2
Switch(config-pmap-c)# trust dscp
Switch(config-pmap-c)# police 1000000 20000 exceed-action drop
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# class class3
Switch(config-pmap-c)# set dscp 0 (no policer)
Switch(config-pmap-c)# exit

次の例では、 policymap2 を削除する方法を示しま す。

Switch(config)# no policy-map policymap2

設定を確認するには、 show policy-map 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

class 指定のク ラス  マッ プ名のト ラフィ ッ ク分類の一致基準を定義しま す
（police、 set、 および trust ポリ シー マッ プ ク ラス  コ ンフィ ギュレー
ショ ン コマン ドを使用）。

class-map 名前を指定したク ラスと パケッ ト と の照合に使用するク ラス  マッ プを
作成しま す。

service-policy ポート にポリ シー マッ プを適用しま す。

show policy-map QoS ポリ シー マッ プを表示しま す。
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port-channel load-balance
EtherChannel のポート 間で負荷分散方式を設定するには、 port-channel load-balance グローバ
ル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン
ドの  no 形式を使用しま す。

port-channel load-balance {dst-ip | dst-mac | src-dst-ip | src-dst-mac | src-ip | src-mac}

no port-channel load-balance 

構文の説明

デフォルト デフォ ルト は、 src-mac です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ れらの転送方式を どのよ うな場合に使用するかについての詳細は、 こ のリ リ ースに対応する
ソ フト ウェア コ ンフィ ギュレーショ ン ガイ ドの 「Configuring EtherChannels」 の章を参照して
く ださ い。

例 次の例では、 負荷分散方式を  dst-mac に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# port-channel load-balance dst-mac

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドまたは show etherchannel 
load-balance 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

dst-ip 宛先ホスト の  IP アドレスに基づいた負荷分散。

dst-mac 宛先ホスト の  MAC アドレスに基づいた負荷分散。 同一の宛先に対するパケッ
ト は同一のポート に送信さ れ、 異なる宛先のパケッ ト はチャ ネルの異なるポー
ト に送信さ れま す。

src-dst-ip 送信元および宛先ホスト の  IP アドレスに基づいた負荷分散。

src-dst-mac 送信元および宛先ホスト の  MAC アドレスに基づいた負荷分散。

src-ip 送信元ホスト の  IP アドレスに基づいた負荷分散。

src-mac 送信元 MAC アドレスに基づいた負荷分散。 異なるホスト からのパケッ ト は、
チャ ネルで異なるポート を使用し、 同一のホスト からのパケッ ト は同一のポー
ト を使用しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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コマンド 説明

interface port-channel ポート  チャ ネルへのアク セスや、 ポート  チャ ネルの作成を行い
ま す。

show etherchannel チャ ネルの  EtherChannel 情報を表示しま す。

show running-config 現在の動作設定を表示しま す。
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power inline
Power over Ethernet （PoE） ポート および Power Over Ethernet Plus （PoE+） ポート での電源管理
モードを設定するには、 power inline インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使
用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

power inline {auto [max max-wattage] | never | police [action {errdisable | log}] | static [max 
max-wattage]}

no power inline {auto | never | police | static}

（注） こ のコマン ドを使用するには、 Catalyst 2960-S ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる
必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト デフォ ルト の設定は auto （イネーブル） です。

大ワッ ト 数は、 PoE ス イッ チでは 15400 ミ リ ワッ ト 、 PoE+ ス イッ チでは 30000 ミ リ ワッ ト
です。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 PoE 対応ポート だけでサポート さ れて いま す。 PoE がサポート さ れて いない
ポート でこ のコマン ドを入力すると 、 次のエラー メ ッ セージが表示さ れま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/2 
Switch(config-if)# power inline auto
                  ^
% Invalid input detected at '^' marker.

auto 受電装置の検出を イネーブルにしま す。 十分な電力がある場合は、
装置の検出後に PoE ポート に電力を自動的に割り 当てま す。

max max-wattage （任意） ポート に供給さ れる電力を制限しま す。 範囲は、 Catalyst 
2960 ス イッ チでは 4000 ～ 15400 ミ リ ワッ ト 、 Catalyst 2960-S ス
イッ チでは 4000 ～ 30000 ミ リ ワッ ト です。 値を指定し ない場合
は、 大電力が供給さ れま す。

never 装置の検出と ポート への電力供給をディ セーブルにしま す。

police [action {errdisable 
| log}]

リ アルタ イ ムの消費電力のポリ シングを イネーブルにしま す。 こ
れらのキーワードの詳細については、 power inline police コマン ド
を参照してく ださ い。

static 受電装置の検出を イネーブルにしま す。 ス イッ チが受電デバイス
を検出する前に、 ポート への電力を事前に割り 当てま す （確保し
ま す）。

リ リース 変更内容

12.2(44)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(46)SE police [action log] キーワードが追加さ れま した。
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ス イッ チ スタッ ク では、 このコマン ドは PoE をサポート して いるスタッ クの全ポート でサポー
ト さ れま す。

すべての  PoE 対応ス イッ チ ポート は、 IEEE 802.3 af に準拠して いま す。 PoE+ および PoE 対応
ポート を備えたス イッ チは IEEE 802.3 at に準拠して いま す。

max max-wattage オプショ ンを使用して、 受電デバイスの電力が制限を超えないよ うにしま す。
こ の設定によって、 受電デバイスが 大ワッ ト 数より 多い電力を要求する Cisco Discovery 
Protocol （CDP） メ ッ セージを送信すると 、 ス イッ チはポート へ電力を供給しません。 受電装
置の  IEEE ク ラスの 大値が 大ワッ ト 数を超えると 、 ス イッ チは装置に電力を供給しません。
電力は、 グローバル電力バジェッ ト に送ら れま す。

（注） power inline max max-wattage コマン ドが PoE ス イッ チで 15.4 W 未満に、 または PoE+ ス イッ
チで 30 W 未満に設定さ れて いる場合、ス イッ チはどの  Class 0 または Class 3 デバイスにも電源
を供給しません。

ス イッ チが受電デバイスへの電力供給を拒否する場合 （受電デバイスが CDP メ ッ セージを通
じて制限を超えた電力を要求する場合、 または IEEE ク ラスの 大値が 大ワッ ト 数を超えて
いる場合）、 PoE ポート は power-deny ステート になり ま す。 ス イッ チはシステ ム メ ッ セージを
生成し、 show power inline ユーザ EXEC コマン ド出力の Oper カ ラ ムに power-deny が表示さ れ
ま す。

ポート に高いプラ イオリ ティ を与えるには、 power inline static max max-wattage コマン ドを使
用しま す。 ス イッ チは、 auto モードに設定さ れたポート に電力を割り 当て る前に、 static モード
に設定さ れたポート に PoE を割り 当てま す。 ス イッ チは、 装置検出より 優先的に設定さ れて い
る場合に、 スタティ ッ ク  ポート の電力を確保しま す。 接続さ れた装置がない場合は、 ポート が
シャッ ト ダウン状態か否かに関係なく 、 スタティ ッ ク  ポート の電力が確保さ れま す。 ス イッ チ
は、 設定さ れた 大ワッ ト 数をポート に割り 当てま す。 その値は、 IEEE ク ラスまたは受電デ
バイスからの CDP メ ッ セージによって調節さ れるこ と はあり ません。 電力が事前割り 当てさ
れて いるので、 大ワッ ト 数以下の電力を使用する受電デバイスは、 スタティ ッ ク  ポート に接
続さ れて いれば電力が保証さ れま す。 ただし、 受電デバイスの  IEEE ク ラスが 大ワッ ト 数を
超えると 、 ス イッ チは装置に電力を供給しません。 CDP メ ッ セージを通じて受電デバイスが
大ワッ ト 数を超えた量を要求して いるこ と をス イッ チが認識すると 、 受電デバイスがシャッ ト
ダウンしま す。

ポート が static モードの場合にス イッ チが電力を事前割り 当てでき ない場合 （たと えば、 電力
バジェッ ト 全体がすでに別の自動ポート またはスタティ ッ ク  ポート に割り 当てら れて いるな
ど）、 次のメ ッ セージが表示さ れま す： Command rejected: power inline static: pwr not 
available. ポート の設定は、 そのまま変更さ れません。

power inline auto または power inline static インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン
ドを使用してポート を設定すると 、 ポート は設定さ れた速度と デュプレッ ク ス設定を使用して
自動ネゴシエーショ ンしま す。 こ れは、 受電デバイスであるかど うかに関係なく 、 接続さ れた
装置の電力要件を判別するのに必要です。 電力要件が判別さ れた後、 ス イッ チはインターフェ
イスを リ セッ ト するこ と なく 、 設定さ れた速度と デュプレッ ク ス設定を使用して インターフェ
イスを ハードコードしま す。

power inline never コマン ドを使用してポート を設定する場合、 ポート は設定さ れた速度と デュ
プレッ ク ス設定に戻り ま す。

ポート にシスコ製の受電デバイスが接続さ れて いる場合は、 power inline never コマン ドでポー
ト を設定し ないでく ださ い。 ポート で不正なリ ンク アッ プが生じ、 errdisable ステート になる可
能性があり ま す。

例 次の例では、 受電デバイスの検出を イネーブルにし、 PoE ポート に自動的に電力を供給する方
法を示しま す。
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Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/2 
Switch(config-if)# power inline auto
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次の例では、 Class 1 または Class 2 の受電デバイスを受け入れるよ うに PoE ポート を設定する
方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/2 
Switch(config-if)# power inline auto max 7000

次の例では、 受電装置の検出をディ セーブルにし、 PoE ポート への電力供給を停止する方法を
示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/2 
Switch(config-if)# power inline never

設定を確認するには、 show power inline ユーザ EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

logging event 
power-inline-status

PoE イベント のロギングを イネーブルにしま す。

show controllers 
power inline

指定した  PoE コ ント ローラのレジスタ値を表示しま す。

show power inline 指定した  PoE ポート またはすべての  PoE ポート の PoE ステータスを表
示しま す。
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power inline consumption
各受電デバイスが使用するワッ ト 数を指定するこ と により 、 デバイスの  IEEE 分類によって指
定さ れた電力量を無効にするには、 power inline consumption グローバルまたはインターフェ
イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト の電力設定に戻すには、 こ
のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

power inline consumption default wattage

no power inline consumption default

（注） default キーワードは、 グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドでだけ表示さ れま す。

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト デフォ ルト 電力は各 Power over Ethernet （PoE） ポート で 15400 ミ リ ワッ ト 、 各 PoE+ ポート で 
30000 ミ リ ワッ ト です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン 

インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン シスコの受電デバイスが PoE ポート に接続さ れて いる場合、 ス イッ チは Cisco Discovery 
Protocol （CDP） を使用して実際に装置が消費する電力量を決定して、 それに応じて電力バ
ジェッ ト を調整しま す。 こ の機能は、 IEEE サードパーティ の受電デバイスには適用さ れませ
ん。 こ の装置の場合、 ス イッ チが電力要求を許可したと き に、 受電装置の  IEEE 分類に応じて
電力バジェッ ト を調整しま す。 受電デバイスが Class 0 （ク ラス  ステータスは不明） または 
Class 3 である場合、 実際に必要な電力量に関係なく 、 ス イッ チは装置用に 15400 ミ リ ワッ ト の
電力を確保しま す。 受電デバイスが実際の電力消費量より も高いク ラスであるか、 または電力
分類 （デフォ ルト で Class 0） をサポート し ない場合、 ス イッ チは IEEE ク ラス情報を使用して
グローバル電力バジェッ ト を追跡するので、 少しの装置にしか電力を供給しません。

wattage ス イッ チがポート 用に確保する電力を指定しま す。 指定でき る範
囲は、 PoE ス イッ チでは 4000 ～ 15400 ミ リ ワッ ト 、 P0E+ ス イッ チ
で 4000 ～ 30000 ミ リ ワッ ト です。

リ リース 変更内容

12.2(44)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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power inline consumption wattage コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用するこ と で、 IEEE 
分類で指定さ れたデフォ ルト の電力要件を無効にできま す。 IEEE 分類で指定さ れた電力と 実
際に装置が必要と する電力の差は、 追加の装置が使用するためグローバル電力バジェッ ト に
入れら れま す。 したがって、 ス イッ チの電力バジェッ ト を拡張しても っと 効率的に使用でき
ま す。

たと えば、 ス イッ チが各 PoE ポート で 15400 ミ リ ワッ ト の電力を確保した場合、 Class0 の受
電デバイスを  24 台だけしか接続できません。 Class0 の装置の電力要件が実際には 5000 ミ リ
ワッ ト である場合、 消費ワッ ト 数を  5000 ミ リ ワッ ト に設定すると 、 大 48 台の装置を接続で
きま す。 24 ポート または 48 ポート  ス イッ チで利用でき る PoE 総出力電力は 370,000 ミ リ ワッ
ト です。

注意 慎重にス イッ チの電力バジェッ ト を計画し、 電源装置がオーバーサブスク ラ イブ状態にならな
いよ うにしてく ださ い。

power inline consumption default wattage または no power inline consumption default グローバ
ル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力するか、 power inline consumption wattage または 
no power inline consumption インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力する
と 、 次の注意メ ッ セージが表示さ れま す。

%CAUTION: Interface interface-id: Misconfiguring the 'power inline consumption/allocation' 
command may cause damage to the switch and void your warranty. Take precaution not to 
oversubscribe the power supply. Refer to documentation.

（注） 手動で電力バジェッ ト を設定する場合、 ス イッ チと 受電デバイスの間のケーブルでの電力消失
を考慮する必要があり ま す。

IEEE 電力分類に関する詳細については、 こ のリ リ ースに対応するソ フト ウェア コ ンフィ ギュ
レーショ ン ガイ ドの 「Configuring Interface Characteristics」 の章を参照してく ださ い。

こ のコマン ドは、 PoE 対応ポート だけでサポート さ れて いま す。 PoE をサポート して いないス
イッ チまたはポート でこ のコマン ドを入力すると 、 エラー メ ッ セージが表示さ れま す。

Catalyst 2960-S ス イッ チ スタッ ク では、 こ のコマン ドは PoE をサポート して いるスタッ ク内の
全ス イッ チまたはポート でサポート さ れま す。

例 次の例では、 グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 各 PoE ポート に 5000 
ミ リ ワッ ト の電力を確保するよ うス イッ チを設定する方法を示しま す。

Switch(config)# power inline consumption default 5000
%CAUTION: Interface Gi1/0/1: Misconfiguring the 'power inline consumption/allocation' 
command may cause damage to the switch and void your warranty. Take precaution not to 
oversubscribe the power supply. Refer to documentation.

次の例では、 インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 特定の  PoE 
ポート に接続さ れた受電デバイスに 12000 ミ リ ワッ ト の電力を確保するよ うス イッ チを設定す
る方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/2 
Switch(config-if)# power inline consumption 12000
%CAUTION: Interface Gi1/0/2: Misconfiguring the 'power inline consumption/allocation' 
command may cause damage to the switch and void your warranty. Take precaution not to 
oversubscribe the power supply. Refer to documentation.

設定を確認するには、 show power inline consumption 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。
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power inline consumption
関連コマンド コマンド 説明

power inline PoE ポート 上で電力管理モードを設定しま す。

show power inline 指定した  PoE ポート またはすべての  PoE ポート の PoE ステータスを表
示しま す。
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power inline police
リ アルタ イ ム電力消費のポリ シングを イネーブルにするには、 power inline police インターフェ
イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 こ の機能をディ セーブルにするには、
こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

power inline police [action {errdisable | log}] 

no power inline police

構文の説明

デフォルト 受電デバイスのリ アルタ イ ムの電力消費のポリ シングは、 ディ セーブルです。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 Power of Ethernet （PoE） 対応ポート のみでサポート さ れて いま す。 PoE をサ
ポート して いないス イッ チまたはポート でこ のコマン ドを入力すると 、 エラー メ ッ セージが表
示さ れま す。

power inline police コマン ドは、 PoE または PoE+ ポート を備えたス イッ チでのみサポート さ れ
て いま す。

リ アルタ イ ムの電力消費のポリ シングがイネーブルである場合、 受電デバイスが割り 当てら れ
た 大電力より 多く の量を消費すると 、 ス イッ チが対処しま す。

PoE がイネーブルである場合、 ス イッ チは受電デバイスのリ アルタ イ ムの電力消費を検知しま
す。 こ の機能は、 パワー モニタ リ ングまたはパワー センシングと いわれま す。 また、 ス イッ
チはパワー ポリ シング機能を使用して消費電力をポリ シングしま す。

パワー ポリ シングがイネーブルである場合、次の順のいずれかの方式で PoE ポート のカッ ト オ
フ電力が判別さ れま す。

1. power inline consumption default wattage グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドまた
は power inline consumption wattage インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを
入力する場合、 ス イッ チがポート 用に確保するユーザ定義の電力レベル。

action errdisable （任意） リ アルタ イ ムの電力消費がポート の 大電力割り 当てを超
過した場合、 ポート への電力を オフにするよ う、 ス イッ チを設定
しま す。 こ れがデフォ ルト です。

action log （任意） リ アルタ イ ムの電力消費がポート の 大電力割り 当てを超
過した場合、 ス イッ チは接続さ れた装置に電力を供給し ながら  
syslog メ ッ セージを生成しま す。

action log キーワードを入力し ない場合に、 リ アルタ イ ムの電力消
費がポート の 大電力割り 当てを超過すると 、 ス イッ チはポート
への電力供給を オフにしま す （デフォ ルト のアクショ ン）。

リ リース 変更内容

12.2(46)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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2. power inline auto max max-wattage または power inline static max max-wattage インターフェ
イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力する場合、 ポート で許可さ れる電力を制限す
るユーザ定義の電力レベル。

3. CDP パワー ネゴシエーショ ンまたは装置の  IEEE 分類を使用してス イッ チが設定した装置
の消費電力。

4. ス イッ チにより 設定さ れて いるデフォ ルト の消費電力。 デフォ ルト 値は、 Catalyst 2960 ス
イッ チでは 15.4 W、 Catalyst 2960-S ス イッ チでは 30 W です。

power inline consumption default wattage グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ド、power 
inline consumption wattage インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ド、または power 
inline [auto | static max] max-wattage コマン ドを入力して、 カッ ト オフ電力値を手動で設定する
には、 上記リ スト の  1 番めおよび 2 番めの方式を使用しま す。 手動でカッ ト オフ電力値を設定
して いない場合、 ス イッ チが CDP パワー ネゴシエーショ ンまたは装置の  IEEE 分類を使用し
て、 カッ ト オフ電力値を自動的に決定しま す。 こ れが上記リ スト の  3 番めの方式と なり ま す。
ス イッ チがこ れらのいずれの方式を使用しても値を決定でき ない場合は、 15.4 W または 30 W 
と いうデフォ ルト 値を使用しま す。

（注） カッ ト オフ電力値、 ス イッ チが使用する電力消費値、 および接続デバイスの実際の電力消費
値については、 こ のリ リ ースに対応するソ フト ウェア コ ンフィ ギュレーショ ン ガイ ドの
「Configuring Interface Characteristics」 の章の 「Power Monitoring and Power Policing」 を参照して
く ださ い。

パワー ポリ シングがイネーブルである場合、 ス イッ チはリ アルタ イ ムの電力消費を  PoE ポート
に割り 当てら れた 大電力と 比較して、 消費電力をポリ シングしま す。 装置が 大電力割り 当
て （またはカッ ト オフ電力） を超える電力をポート で使用して いる場合、 ス イッ チはポート へ
の電力供給を オフにするか、 または装置に電力を供給し ながら  Syslog メ ッ セージを生成して  
LED （オレ ンジに点滅） を更新しま す。

• ポート への電力供給を オフにして、 ポート を  errdisable ステート と するよ うス イッ チを設定
するには、 power inline police インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用
しま す。

• 装置に電力を供給し ながら、 Syslog メ ッ セージを生成するよ うス イッ チを設定するには、
power inline police action log コマン ドを使用しま す。

action log キーワードを入力し ない場合のデフォ ルト のアクショ ンは、 ポート のシャッ ト  ダウ
ン、 ポート への電力供給のオフ、 およびポート を  PoE errdisable ステート に移行、 になり ま す。
PoE ポート を  errdisable ステート から自動的に回復するよ う設定するには、 errdisable detect 
cause inline-power グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 PoE 原因に対す
る errdisable 検出を イネーブルにして、 errdisable recovery cause inline-power interval interval 
グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 PoE errdisable 原因の回復タ イマー
を イネーブルにしま す。

注意 ポリ シングがディ セーブルである場合、 受電デバイスがポート に割り 当てら れた 大電力より
多く の量を消費しても対処さ れないため、 ス イッ チに悪影響を与える場合があり ま す。

設定を確認するには、 show power inline police 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

例 次の例では、 電力消費のポリ シングを イネーブルにして、 ス イッ チの  PoE ポート で Syslog メ ッ
セージを生成するよ うス イッ チを設定する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
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Switch(config-if)# power inline police action log

関連コマンド コマンド 説明

errdisable detect cause 
inline-power

PoE 原因に対する errdisable 検出を イネーブルにしま す。

errdisable recovery cause 
inline-power

PoE 回復メ カニズ ム変数を設定しま す。

power inline PoE ポート 上で電力管理モードを設定しま す。

power inline consumption IEEE 分類によって受電デバイスに指定さ れた電力量を上書き し
ま す。

show power inline police リ アルタ イ ムの電力消費に関するパワー ポリ シング情報を表示し
ま す。
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priority-queue
ポート 上で出力緊急キューを イネーブルにするには、 priority-queue インターフェ イス  コ ン
フィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 
形式を使用しま す。

priority-queue out

no priority-queue out

構文の説明

デフォルト 出力緊急キューは、 ディ セーブルです。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン priority-queue out コマン ドを設定する場合、 シェ イプ ド  ラ ウン ド  ロ ビン （SRR） に参加する
キューが 1 つ少ないため、 SRR の重み比が影響を受けま す。 こ れは、 srr-queue bandwidth 
shape 内の  weight1 または srr-queue bandwidth shape インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ
ン コマン ドが無視さ れるこ と を意味しま す （比率計算に使用さ れません）。 緊急キューはプラ
イオリ ティ  キューであり 、 他のキューのサービスが提供さ れる前に空になるまでサービスを提
供しま す。

緊急キューがイネーブルにさ れて いると き、 または SRR の重みに基づいて出力キューのサービ
スが提供さ れると き には、 次の注意事項に従ってく ださ い。

• 出力緊急キューがイネーブルにさ れて いる場合は、 キュー 1 に対して  SRR のシェーピング
および共有さ れた重みが無効にさ れま す。

• 出力緊急キューがディ セーブルにさ れており 、 SRR のシェーピングおよび共有さ れた重み
が設定さ れて いる場合は、 キュー 1 に対して  shaped モードは shared モードを無効にし、
SRR はこ のキューに shaped モードでサービスを提供しま す。

• 出力緊急キューがディ セーブルにさ れており 、 SRR のシェーピングさ れた重みが設定さ れ
て いない場合は、 SRR はキューに対して  shared モードでサービスを提供しま す。

例 次の例では、 SRR の重みが設定さ れて いる場合、 出力緊急キューを イネーブルにする方法を示
しま す。 出力緊急キューは、 設定さ れた  SRR ウェ イト を上書き しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/2 
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth shape 25 0 0 0
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth share 30 20 25 25
Switch(config-if)# priority-queue out

出力 出力緊急キューを イネーブルにしま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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次の例では、 SRR のシェーピングおよび共有さ れた重みが設定さ れた後、 出力緊急キューを
ディ セーブルにする方法を示しま す。 シェーピング モードは、 共有モードを無効にしま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/2 
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth shape 25 0 0 0
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth share 30 20 25 25
Switch(config-if)# no priority-queue out

show mls qos interface interface-id queueing または show running-config 特権 EXEC コマン ドを
入力すれば、 設定を確認するこ と ができま す。

関連コマンド コマンド 説明

show mls qos interface queueing キューイング方法 （SRR、 プラ イオリ ティ  キューイン
グ）、 キューに相応する重み、 および Class of Service
（CoS） から出力キューへのマッ プを表示しま す。

srr-queue bandwidth shape シェーピングさ れた重みを割り 当て、 ポート にマッ ピン
グさ れた  4 つの出力キュー上で帯域幅シェーピングを イ
ネーブルにしま す。

srr-queue bandwidth share 共有する重みを割り 当て、 ポート にマッ ピングさ れた  4 
つの出力キュー上で帯域幅の共有を イネーブルにしま す。
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psp
プロト コ ル パケッ ト がス イッ チに送信さ れる速度を制御するには、 psp グローバル コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 パケッ ト  フロー レート の上限を指定しま す。 サポート
さ れるプロト コ ルは、 アドレス解決プロト コ ル （ARP）、 ARP スヌーピング、 ダイナミ ッ ク  ホ
スト  コ ンフィ ギュレーショ ン プロト コ ル （DHCP） v4、 DHCP スヌーピング、 インターネッ ト  
グループ管理プロト コ ル （IGMP）、 および IGMP スヌーピングです。 プロト コ ル スト ー ム プロ
テクショ ンをディ セーブルにするには、 コマン ドの  no バージョ ンを使用しま す。

psp {arp | dhcp | igmp} pps value

no psp {arp | dhcp | igmp}

構文の説明

デフォルト プロト コ ル スト ー ム プロテクショ ンはデフォ ルト でディ セーブルです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン errdisable 検出プロト コ ル スト ー ム プロテク ショ ンを設定するには、errdisable detect cause psp 
グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。

プロト コ ル スト ー ム プロテクショ ンが設定さ れて いる場合、 ドロッ プさ れたパケッ ト の数が
カ ウンタに記録さ れま す。 特定のプロト コ ルの ドロッ プさ れたパケッ ト の数を表示するには、
show psp statistics {arp | dhcp | igmp} 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 すべてのプロト コ ル
の ドロッ プさ れたパケッ ト の数を表示するには、 show psp statistics all コマン ドを使用しま す。
プロト コ ルのカ ウンタをク リ アするには、 clear psp counter [arp | dhcp | igmp] コマン ドを使用
しま す。

arp ARP および ARP スヌーピングのプロト コ ル パケッ ト  フロー レート を
設定しま す。

dhcp DHCP および DHCP スヌーピングのプロト コ ル パケッ ト  フロー レー
ト を設定しま す。

igmp IGMP および IGMP スヌーピングのプロト コ ル パケッ ト  フロー レー
ト を設定しま す。

pps value 秒あたり のパケッ ト 数のしき い値を指定しま す。 ト ラフィ ッ ク がこの
値を超えると 、 プロト コ ル スト ー ム プロテクショ ンが適用さ れま す。
範囲は毎秒 5 ～ 50 パケッ ト です。

リ リース 変更内容

12.2(58)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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関連コマンド コマンド 説明

show psp config プロト コ ル スト ー ム プロテクショ ンの設定を表示し
ま す。

show psp statistics ドロッ プさ れたパケッ ト の数を表示しま す。

clear psp counter ドロッ プさ れたパケッ ト のカ ウンタをク リ アしま す。

errdisable detect cause psp プロト コ ル スト ー ム プロテクショ ンの  errdisable 検
出機能を イネーブルにしま す。
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queue-set
キューセッ ト に対してポート をマッ ピングするには、 queue-set インターフェ イス  コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式
を使用しま す。

queue-set qset-id 

no queue-set qset-id 

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト キューセッ ト  ID は 1 です。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン auto qos voip コマン ドによ るキューセッ ト  ID の自動生成の詳細については、auto qos voip コマ
ン ドの 「使用上のガイ ド ラ イン」 を参照してく ださ い。

例 次の例では、 ポート をキューセッ ト  2 にマッ ピングする方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/2 
Switch(config-if)# queue-set 2

設定を確認するには、 show mls qos interface [interface-id] buffers 特権 EXEC コマン ドを入力し
ま す。

関連コマンド

qset-id キューセッ ト の ID です。 各ポート はキューセッ ト に属し、 ポート 単位で出力
キュー 4 つの特性すべてを定義しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 2 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

mls qos queue-set output buffers バッ フ ァをキューセッ ト に割り 当てま す。

mls qos queue-set output threshold Weighted Tail-Drop （WTD） しき い値を設定し、 バッ
フ ァのアベイラ ビリ ティ を保証し、 キューセッ ト に対す
る 大メ モリ 割り 当てを設定しま す。

show mls qos interface buffers Quality of Service （QoS） 情報を表示しま す。
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radius-server dead-criteria
RADIUS サーバが使用不可またはデッ ド状態であると 考えら れる場合に決定する条件を設定す
るには、 radius-server dead-criteria グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま
す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

radius-server dead-criteria [time seconds [tries number] | tries number] 

no radius-server dead-criteria [time seconds [tries number] | tries number] 

構文の説明

デフォルト ス イッ チは、 10 ～ 60 秒の  seconds 値を動的に決定しま す。

ス イッ チは、 10 ～ 100 の  tries 値を動的に決定しま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 次の  seconds および number パラメ ータを設定するこ と を推奨しま す。

• IEEE 802.1x 認証が期限切れになる前に RADIUS サーバへの応答を待機する時間 （秒） を指
定するには、 radius-server timeout seconds グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを
使用しま す。 ス イッ チは、 10 ～ 60 秒のデフォ ルト の seconds 値を動的に決定しま す。

• RADIUS サーバが使用不能と 見なさ れる前に RADIUS サーバへの送信を試行する時間
（秒） を指定するには、 radius-server retransmit retries グローバル コ ンフィ ギュレーショ
ン コマン ドを使用しま す。 ス イッ チは、 10 ～ 100 のデフォ ルト の tries 値を動的に決定し
ま す。

• seconds パラメ ータは、 IEEE 802.1x 認証が期限切れになる前に再送信を試行する秒数以下
か、 または同じです。

• tries パラメ ータは、 再送信試行回数と 同じである必要があり ま す。

例 次の例では、 RADIUS サーバが使用不可と 見なさ れた場合に決定する条件と して、 time に 60 
を設定し、 tries 回数に 10 を設定する方法を示しま す。

Switch(config)# radius-server dead-criteria time 60 tries 10

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

time seconds （任意） RADIUS サーバからの有効な応答をス イッ チが取得するのに必要と し
ない時間 （秒） を設定しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 120 秒です。

tries number （任意） サーバが使用不可と 見なさ れる前に RADIUS サーバから有効な応答を
ス イッ チが取得するのに必要と し ない回数を指定しま す。範囲は 1 ～ 100 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)SEE このコマン ドが追加さ れま した。 
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関連コマンド コマンド 説明

dot1x critical （グローバル コ ン
フィ ギュレーショ ン）

アク セス不能な認証バイパス機能のパラメ ータを設定し
ま す。

dot1x critical （インターフェ イス  
コ ンフィ ギュレーショ ン）

アク セス不能な認証バイパス機能を インターフェ イス上
でイネーブルにし、 ポート が critical-authentication ス
テート に置かれた場合にス イッ チがク リ ティ カ ルなポー
ト に割り 当て るアク セス  VLAN を設定しま す。

radius-server retransmit retries RADIUS サーバが使用不可と 見なさ れる前にス イッ チが 
RADIUS サーバに送信を試行する回数を指定しま す。

radius-server timeout seconds IEEE 802.1x 認証が期限切れになる前にス イッ チが 
RADIUS サーバへの応答を待機する時間 （秒） を指定し
ま す。

show running-config ス イッ チの実行コ ンフィ ギュレーショ ンを表示しま す。
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radius-server host
RADIUS アカ ウンティ ングおよび RADIUS 認証を含む RADIUS サーバのパラメ ータを設定する
には、 radius-server host グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ
ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

radius-server host ip-address [acct-port udp-port] [auth-port udp-port] [test username name 
[idle-time time] [ignore-acct-port] [ignore-auth-port]] [key string]

no radius-server host ip-address 

構文の説明

デフォルト RADIUS アカ ウンティ ング サーバの UDP ポート は 1646 です。

RADIUS 認証サーバの UDP ポート は 1645 です。

自動サーバ テスト はディ セーブルです。

アイ ド ル時間は 60 分 （1 時間） です。

自動テスト がイネーブルの場合、 UDP ポート のアカ ウンティ ングおよび認証時にテスト が実行
さ れま す。

認証キーおよび暗号キー （string） は設定さ れて いません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

ip-address RADIUS サーバの IP アドレスを指定しま す。

acct-port udp-port （任意） RADIUS アカ ウンティ ング サーバの UDP ポート を指定しま
す。 指定でき る範囲は 0 ～ 65536 です。

auth-port udp-port （任意） RADIUS 認証サーバの UDP ポート を指定しま す。 指定でき る
範囲は 0 ～ 65536 です。

test username name （任意） RADIUS サーバ ステータスの自動サーバ テスト を イネーブル
にし、 使用さ れるユーザ名を指定しま す。

idle-time time （任意） ス イッ チがテスト  パケッ ト をサーバに送信した後の間隔 （分）
を設定しま す。 範囲は 1 ～ 35791 分です。

ignore-acct-port （任意） RADIUS サーバ アカ ウンティ ング ポート のテスト をディ セー
ブルにしま す。

ignore-auth-port （任意） RADIUS サーバ認証ポート のテスト をディ セーブルにしま す。

key string （任意） ス イッ チおよび RADIUS デーモン間のすべての  RADIUS コ
ミ ュニケーショ ンの認証キーおよび暗号キーを指定しま す。 key は文
字列であり 、 RADIUS サーバで使用さ れて いる暗号化キーと 一致する
必要があり ま す。 必ずこのコマン ドの 終項目と して  key を設定して
く ださ い。 先頭のスペースは無視さ れま すが、 キーの中間および末尾
のスペースは使用さ れま す。 key にスペースが含ま れる場合は、 引用
符が key の一部でない限り 、 key を引用符で囲ま ないでく ださ い。
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コマンド 履歴

使用上のガイド ライン RADIUS アカ ウンティ ング サーバおよび RADIUS 認証サーバの UDP ポート をデフォ ルト 以外
の値に設定するこ と を推奨しま す。

RADIUS サーバ ステータスの自動サーバ テスト を イネーブルにし、 使用さ れるユーザ名を指
定するには、 test username name キーワードを使用しま す。

radius-server host ip-address key string または radius-server key {0 string | 7 string | string} グロー
バル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して認証キーおよび暗号キーを設定できま す。
必ずこ のコマン ドの 終項目と して  key を設定してく ださ い。

例 次の例では、 アカ ウンティ ング サーバの UDP ポート を  1500、 認証サーバの UDP ポート を  
1510 に設定する例を示しま す。

Switch(config)# radius-server host 1.1.1.1 acct-port 1500 auth-port 1510

次の例では、 アカ ウンティ ング サーバおよび認証サーバの UDP ポート を設定し、 RADIUS 
サーバ ステータスの自動テスト を イネーブルにし、 使用さ れるユーザ名を指定し、 キー スト
リ ングを設定する例を示しま す。

Switch(config)# radius-server host 1.1.1.2 acct-port 800 auth-port 900 test username 
aaafail idle-time 75 key abc123

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)SEE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

dot1x critical （グローバル コ ン
フィ ギュレーショ ン）

アク セス不能な認証バイパス機能のパラメ ータを設定し
ま す。

dot1x critical （インターフェ イス  
コ ンフィ ギュレーショ ン）

アク セス不能な認証バイパス機能を インターフェ イス上
でイネーブルにし、 ポート が critical-authentication ス
テート に置かれた場合にス イッ チがク リ ティ カ ルなポー
ト に割り 当て るアク セス  VLAN を設定しま す。

radius-server key {0 string | 7 string 
| string} 

ルータ および RADIUS デーモン間のすべての  RADIUS コ
ミ ュニケーショ ンの認証キーおよび暗号キーを指定しま
す。

show running-config ス イッ チの実行コ ンフィ ギュレーショ ンを表示しま す。
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rcommand 
Telnet セッ ショ ンを開始し、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チまたはス イッ チ スタッ クからク ラス
タ  メ ンバ ス イッ チのコマン ドを実行するには、 ス イッ チ スタッ クまたはク ラスタ  コマン ド  ス
イッ チ上で rcommand ユーザ EXEC コマン ドを使用しま す。 セッ ショ ンを終了するには、 exit 
コマン ドを入力しま す。

rcommand {n | commander | mac-address hw-addr}

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドが利用でき るのは、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チ スタッ クまたはク ラスタ  コマン
ド  ス イッ チに限ら れま す。

ス イッ チがク ラスタ  コマン ド  ス イッ チで、ク ラスタ  メ ンバ ス イッ チ n が存在して いない場合、
エラー メ ッ セージが表示さ れま す。 ス イッ チ番号を得るには、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チで 
show cluster members 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

こ のコマン ドを使用してク ラスタ  コマン ド  ス イッ チ プロ ンプト からク ラスタ  メ ンバ ス イッ チ
にアク セスしたり 、 メ ンバ ス イッ チ プロ ンプト からク ラスタ  コマン ド  ス イッ チにアク セスし
たり するこ と ができま す。

Catalyst 2900 XL、 Catalyst 3500 XL、 Catalyst 2950、 Catalyst 2960、 Catalyst 2970、 Catalyst 3550、
Catalyst 3560、 および Catalyst 3750 ス イッ チの場合、 Telnet セッ ショ ンは、 ク ラスタ  コマン ド  
ス イッ チと 同じ権限レベルでメ ンバ ス イッ チ コマン ド ラ イン インターフェ イス （CLI） にアク
セスしま す。 たと えば、 こ のコマン ドをク ラスタ  コマン ド  ス イッ チから ユーザ レベルで入力
した場合、 メ ンバ ス イッ チはユーザ レベルでアク セスさ れま す。 こ のコマン ドをク ラスタ  コ
マン ド  ス イッ チから イネーブル レベルで使用した場合、 コマン ドはイネーブル レベルでリ
モート  デバイスにアク セスしま す。 権限レベルより も低い中間イネーブル レベルを使用した
場合、 ク ラスタ  メ ンバ ス イッ チはユーザ レベルと なり ま す。

Standard Edition ソ フト ウェアが稼働して いる Catalyst 1900 および Catalyst 2820 ス イッ チの場
合、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チの権限レベルが 15 であれば、 Telnet セッ ショ ンはメ ニュー コ
ンソール （メ ニュー方式インターフェ イス） にアク セスしま す。 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チ

n ク ラスタ  メ ンバを識別する番号を提供しま す。 範囲は 0 ～ 15 で
す。

commander ク ラスタ  メ ンバ ス イッ チからク ラスタ  コマン ド  ス イッ チへアク
セスでき るよ うにしま す。

mac-address hw-addr ク ラスタ  メ ンバ ス イッ チの  MAC アドレス

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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の権限レベルが 1 であれば、 パス ワードの入力を要求するプロ ンプト が表示さ れ、 入力後にメ
ニュー コ ンソールにアク セスできま す。 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チの権限レベルは、 Standard 
Edition ソ フト ウェアが稼働して いるク ラスタ  メ ンバ ス イッ チに次のよ うにマッ ピングしま す。

• ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チの権限レベルが 1 ～ 14 である場合、 ク ラスタ  メ ンバ ス イッ チ
へのアク セスは権限レベル 1 で行われま す。

• ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チの権限レベルが 15 である場合、 ク ラスタ  メ ンバ ス イッ チへの
アク セスは権限レベル 15 で行われま す。

Catalyst 1900 および Catalyst 2820 の  CLI が利用でき るのは、 ス イッ チで Enterprise Edition ソ フ
ト ウェアが稼働して いる場合に限ら れま す。

ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チの  vty ラ インにアク セス  ク ラス  コ ンフィ ギュレーショ ンがある場
合、 こ のコマン ドは機能しません。

ク ラスタ  メ ンバ ス イッ チはク ラスタ  コマン ド  ス イッ チのパス ワードを継承するため、 ク ラ
スタ  メ ンバ ス イッ チがク ラスタに加入しても パス ワードを要求するプロ ンプト は表示さ れま
せん。

例 次の例では、 メ ンバ 3 でセッ ショ ンを開始する方法を示しま す。 exit コマン ドを入力するか、
あるいはセッ ショ ンを閉じ るまで、 こ のコマン ドに続く すべてのコマン ドは、 メ ンバ 3 へ向け
ら れま す。

Switch# rcommand 3
Switch-3# show version
Cisco Internet Operating System Software ...
...
Switch-3# exit
Switch#

関連コマンド コマンド 説明

show cluster members ク ラスタ  メ ンバに関する情報を表示しま す。
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reload
スタッ ク  メ ンバを リ ロー ドし、 設定の変更を有効にするには、 reload 特権 EXEC コマン ドを使
用しま す。

reload [LINE | at | cancel | in | slot stack-member-number | standby-cpu]

（注） こ のコマン ドは、LAN base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チのみでサポート さ
れて いま す。

構文の説明

デフォルト スタッ ク  メ ンバをただちにリ ロー ドし、 設定の変更を有効にしま す。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ス イッ チ スタッ ク に複数のス イッ チがある場合に reload slot stack-member-number コマン ドを
入力すると 、 設定の保存を要求するプロ ンプト が表示さ れません。

例 次の例では、 ス イッ チ スタッ クを リ ロー ドする方法を示しま す。

Switch(config)# reload
System configuration has been modified.Save?[yes/no]: y
Proceed to reload the whole Stack?[confirm] y

次の例では、 特定のスタッ ク  メ ンバを リ ロー ドする方法を示しま す。

Switch(config)# reload slot 6
Proceed with reload?[confirm]y

次の例では、 単一ス イッ チのス イッ チ スタッ ク （メ ンバ ス イッ チが 1 つだけ） を リ ロー ドする
方法を示しま す。

Switch(config)# reload slot 3

LINE リ ロー ドする理由を指定しま す。

at リ ロー ドを実行する時間 （hh:mm） を指定しま す。

cancel 中断して いるリ ロー ドをキャ ンセルしま す。

in リ ロー ドを実行する時間間隔 （mmm または hhh:mm） を指定しま
す。

slot stack-member-number 指定のスタッ ク  メ ンバ上で変更を保存し、 再起動しま す。

standby-cpu スタ ンバイ ルート  プロセッ サ （RP） を リ ロー ドしま す。

リ リース 変更内容

12.2(53)SE1 このコマン ドが追加さ れま した。 
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System configuration has been modified.Save?[yes/no]: y
Proceed to reload the whole Stack?[confirm] y

関連コマンド コマンド 説明

rcommand 特定のスタッ ク  メ ンバにアク セスしま す。

switch スタッ ク  メ ンバのプラ イオリ ティ 値を変更しま す。

switch renumber スタッ ク  メ ンバ番号を変更しま す。

show switch ス イッ チ スタッ ク およびスタッ ク  メ ンバの情報を表示しま す。
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remote command
すべてのまたは指定のスタッ ク  メ ンバを モニタ リ ングするには、 remote command 特権 EXEC 
コマン ドを使用しま す。

remote command {all | stack-member-number} LINE

（注） こ のコマン ドは、LAN base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チのみでサポート さ
れて いま す。

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン スト リ ングを実行する LINE コマン ドで使用するコマン ド （debug、 show、 または clear など）
は、 指定のスタッ ク  メ ンバまたはス イッ チ スタッ ク に適用さ れま す。

例 次の例では、 ス イッ チ スタッ ク で undebug コマン ドを実行する方法を示しま す。

Switch(config)# remote command all undebug all
Switch :1 :
------------ 
All possible debugging has been turned off 
Switch :5 :
------------ 
All possible debugging has been turned off 
Switch :9 :
------------ 
All possible debugging has been turned off 

次の例では、 スタッ ク  メ ンバ 5 で debug udld event コマン ドを実行する方法を示しま す。

Switch(config)# remote command 5 undebug all
Switch :5 :
------------ 
UDLD events debugging is on 

all すべてのスタッ ク  メ ンバに適用しま す。

stack-member-number スタッ ク  メ ンバを指定しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 4 です。

LINE 実行するコマン ドを指定しま す。

リ リース 変更内容

12.2(53)SE1 このコマン ドが追加さ れま した。 
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関連コマンド コマンド 説明

reload 特定のスタッ ク  メ ンバにアク セスしま す。

switch スタッ ク  メ ンバのプラ イオリ ティ 値を変更しま す。

switch renumber スタッ ク  メ ンバ番号を変更しま す。

show switch ス イッ チ スタッ ク およびスタッ ク  メ ンバの情報を表示しま す。
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remote-span
VLAN を リ モート  ス イッ チド  ポート  アナラ イザ （RSPAN） VLAN と して設定するには、
remote-span VLAN コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 RSPAN 指定を  VLAN か
ら削除するには、 こ のコマン ドの no 形式を使用しま す。

remote-span

no remote-span

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト RSPAN VLAN は定義さ れません。

コマンド  モード VLAN コ ンフィ ギュレーショ ン （config-VLAN）

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン RSPAN VLAN を設定でき るのは config-VLAN モードの場合だけです （こ のモードは、 vlan グ
ローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドで開始しま す）。 vlan database 特権 EXEC コマン ド
を使用して開始さ れた  VLAN コ ンフィ ギュレーショ ン モードでは設定できません。

VLAN ト ランキング プロト コ ル （VTP） がイネーブルで、 VLAN ID が 1005 未満の場合は、
RSPAN 機能は VTP によって伝達さ れま す。 RSPAN VLAN ID が拡張範囲内の場合は、 手動で
中間ス イッ チを設定する必要があり ま す （送信元ス イッ チと 宛先ス イッ チの間の  RSPAN 
VLAN 内に設定）。

RSPAN remote-span コマン ドを設定する前に、 vlan （グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン） コ
マン ドで VLAN を作成してく ださ い。

RSPAN VLAN には、 次の特性があり ま す。

• MAC アドレス  ラーニングは実行さ れません。

• ト ランク  ポート では RSPAN VLAN ト ラフィ ッ ク だけが流れま す。

• スパニングツリ ー プロト コ ル （STP） は RSPAN VLAN 内では稼働できま すが、 RSPAN 宛
先ポート では稼働しません。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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既存の  VLAN が RSPAN VLAN と して設定さ れて いる場合は、 その  VLAN が 初に削除さ れ、
RSPAN VLAN と して再作成さ れま す。 アク セス  ポート は、 RSPAN 機能がディ セーブルになる
までは非アク ティ ブです。

例 次の例では、 RSPAN VLAN と して  VLAN を設定する方法を示しま す。

Switch(config)# vlan 901
Switch(config-vlan)# remote-span

次の例では、 VLAN から  RSPAN 機能を削除する方法を示しま す。

Switch(config)# vlan 901
Switch(config-vlan)# no remote-span

show vlan remote-span ユーザ EXEC コマン ドを入力すると 、 設定を確認するこ と ができま す。

関連コマンド コマンド 説明

monitor session ポート でス イッ チド  ポート  アナラ イザ （SPAN） および RSPAN モニ
タ リ ングを イネーブルにし、 ポート を送信元ポート または宛先ポー
ト と して設定しま す。

usb-inactivity-timeout VLAN 1 ～ 4094 を設定でき る config-vlan モードに変更しま す。
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renew ip dhcp snooping database
DHCP スヌーピング バインディ ング データベースを更新するには、 renew ip dhcp snooping 
database 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

renew ip dhcp snooping database [{flash[number]:/filename | 
ftp://user:password@host/filename | nvram:/filename | rcp://user@host/filename | 
tftp://host/filename}] [validation none] 

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト デフォ ルト は定義さ れて いません。

コマンド  モード 特権 EXEC 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン URL を指定し ない場合は、 ス イッ チは設定さ れた  URL からフ ァイ ルを読み込も うと しま す。

flash[number]:/filen
ame

（任意） データベース  エージェント またはバインディ ング フ ァイ ルがフ
ラッ シュ  メ モリ にあるこ と を指定しま す。スタッ ク  マスターのスタッ ク  
メ ンバ番号を指定するには、 number パラメ ータを使用しま す。 number 
に指定でき る範囲は 1 ～ 4 です。

（注） スタッ ク構成がサポート さ れて いるのは、 Catalyst 2960-S ス イッ
チだけです。

ftp://user:password
@host/filename

（任意） データベース  エージェント またはバインディ ング フ ァイ ルが 
FTP サーバにあるこ と を指定しま す。

nvram:/filename （任意） データベース  エージェント またはバインディ ング フ ァイ ルが 
NVRAM にあるこ と を指定しま す。

rcp://user@host/file
name

（任意） データベース  エージェント またはバインディ ング フ ァイ ルがリ
モート  コ ピー プロト コ ル （RCP） サーバにあるこ と を指定しま す。

tftp://host/filename （任意） データベース  エージェント またはバインディ ング フ ァイ ルが 
TFTP サーバにあるこ と を指定しま す。

validation none （任意） URL によって指定さ れたバインディ ング フ ァイ ルのエント リ
に対して、 巡回冗長検査 （CRC） を検証し ないよ うにス イッ チに指定し
ま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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例 次の例では、 フ ァイ ル内の  CRC 値のチェッ クを省略して、 DHCP スヌーピング バインディ ン
グ データベースを更新する方法を示しま す。

Switch# renew ip dhcp snooping database validation none

設定を確認するには、 show ip dhcp snooping database 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

ip dhcp snooping VLAN 上で DHCP スヌーピングを イネーブルにしま す。

ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング バインディ ング データベースを設定し
ま す。

show ip dhcp snooping database DHCP スヌーピング データベース  エージェント のステータ
スを表示しま す。
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reserved-only
Dynamic Host Configuration Protocol （DHCP） ア ドレス  プールに予約済みのアドレスだけ割り
当て るには、 reserved-only DHCP プール コ ンフィ ギュレーショ ン モード  コマン ドを使用しま
す。 デフォ ルト 値に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

reserved-only 

no reserved-only 

構文の説明 こ のコマン ドには引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト デフォ ルト では、 プール アドレスは制限さ れません。

コマンド  モード 特権 EXEC 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン reserved-only コマン ドを入力すると 、 DHCP プールから事前設定さ れた予約への割り 当てが制
限さ れま す。 ネッ ト ワークまたはプール上の範囲の一部である予約さ れて いないアドレスがク
ラ イアント には提供さ れず、 他のク ラ イアント はプールによ るサービスを受けら れません。

こ のコマン ドの入力により 、 ユーザは、 共通の  IP サブネッ ト を共有し、 他のス イッ チのク ラ イ
アント からの要求を無視する DHCP プールを持つス イッ チのグループを設定できま す。

DHCP プール コ ンフィ ギュレーショ ン モードにアク セス するには、ip dhcp pool name グローバ
ル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力しま す。

例 次の例では、 予約済みのアドレスだけを割り 当て るよ うに DHCP プールを設定する方法を示し
ま す。 設定を確認するには、 show ip dhcp pool 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

Switch# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# ip dhcp pool test1
Switch(dhcp-config)# reserved-only

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。

コマンド 説明

show ip dhcp pool DHCP アドレス  プールを表示しま す。
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rmon collection stats
rmon collection stats
イーサネッ ト  グループの統計 （ブロードキャ スト およびマ ルチキャ スト  パケッ ト に関する使
用率の統計、 巡回冗長検査 （CRC） 整合性エラーおよび衝突に関するエラー統計も含む） を収
集するには、 rmon collection stats インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用
しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

rmon collection stats index [owner name] 

no rmon collection stats index [owner name]

構文の説明

デフォルト RMON 統計情報収集はディ セーブルです。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン RMON 統計情報収集コマン ドはハード ウェア カ ウンタに基づいて いま す。

例 次の例では、 所有者 root の  RMON 統計情報を収集する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# rmon collection stats 2 owner root

設定を確認するには、 show rmon statistics 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

index Remote Network Monitoring （RMON） 収集制御インデッ ク ス。 指定で
き る範囲は 1 ～ 65535 です。

owner name （任意） RMON 収集の所有者。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show rmon statistics RMON 統計情報を表示しま す。
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sdm prefer
Switch Database Management （SDM） リ ソース割り 当てで使用さ れるテンプレート を設定する
には、 sdm prefer グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 テンプレート を
使用してシステ ム リ ソースを割り 当て るこ と で、 アプリ ケーショ ンで使用さ れる機能を 大限
にサポート できま す。 デフォ ルト のテンプレート に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用
しま す。

Catalyst 2960 ス イッ チおよび Catalyst 2960-C フ ァスト  イーサネッ ト  ス イッ チの場合 ：

sdm prefer {default | dual-ipv4-and-ipv6 default | lanbase-routing | qos} 

no sdm prefer

Catalyst 2960-S ス イッ チの場合 ：

sdm prefer {default | lanbase-routing} 

no sdm prefer

Catalyst 2960-C ギガビッ ト  イーサネッ ト  ス イッ チの場合 ：

sdm prefer default

構文の説明

デフォルト default テンプレート はすべての機能を均等に動作させま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

default すべての機能に対してバランスをと り ま す。

dual-ipv4-and-ipv6 
default

デュ アル スタッ ク環境でのス イッ チの使用を可能にしま す（IPv4 および 
IPv6 両方のフォ ワーディ ングをサポート ）。 LAN Base イメ ージを実行し
て いる Catalyst 2960 ス イッ チでは、 このテンプレート を設定して  IPv6 
MLD スヌーピング機能または IPv6 ホスト 機能を イネーブルにしま す
（Catalyst 2960-S または 2060-C ス イッ チでは必要あり ません）。

lanbase-routing ス イッ チ仮想インターフェ イス （SVI） 上で IPv4 スタティ ッ ク  ユニキャ
スト  ルート をサポート しま す。 このテンプレート は、 LAN Base イメ ー
ジを実行して いる Catalyst 2960 または 2960-S ス イッ チでのみ使用できま
す。

qos 大限のシステ ム リ ソースを  Quality of Service （QoS） アク セス  コ ント
ロール エント リ （ACE） に割り 当てま す。 このテンプレート は、
Catalyst 2960-C ス イッ チや 2960-S ス イッ チでは必要あり ません。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(40)SE dual-ipv4-and-ipv6 default キーワードが追加さ れま した。
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使用上のガイド ライン こ の設定を有効にするには、 ス イッ チを リ ロー ドする必要があり ま す。

reload 特権 EXEC コマン ドを入力する前に、 show sdm prefer コマン ドを入力すると 、 show 
sdm prefer コマン ドにより 、 現在使用して いるテンプレート およびリ ロー ド後にアク ティ ブに
なるテンプレート が表示さ れま す。

ス イッ チをデフォ ルト  テンプレート に設定するには、 no sdm prefer コマン ドを使用しま す。

テンプレート  リ ソースは、8 つの ルーテッ ド  インターフェ イスと  255 の  VLAN をサポート する 
LAN Base ルーティ ング テンプレート を除き、 0 の ルーテッ ド  インターフェ イスと  255 の  
VLAN に基づいて いま す。

テンプレート の値は、 プラッ ト フォー ムや Catalyst 2960-C の  SKU によって異なり ま す。

LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チは、 サポート さ れるすべての機能
の 大リ ソースが含ま れるデフォ ルト のテンプレート を使用しま すので、 dual または qos のテ
ンプレート は必要あり ません。 ただし、 Catalyst 2960-S でスタティ ッ ク  ルーティ ングを イネー
ブルにするには、 lanbase-routing テンプレート を設定する必要があり ま す。

Catalyst 2960-C ギガビッ ト  イーサネッ ト  ス イッ チは、 デフォ ルト  テンプレート のみをサポー
ト しま す。

Catalyst 2960 ス イッ チおよび 2960-C フ ァスト  イーサネッ ト  ス イッ チの場合 ： 

• ス イッ チ上でルーティ ングを使用して いない場合、 ルーティ ング テンプレート を使用し な
いでく ださ い。 sdm prefer lanbase-routing グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを
入力するこ と で、 ルーティ ング テンプレート のユニキャ スト  ルーティ ングに割り 当てたメ
モリ を他の機能に使用させないよ うにしま す。

• ス イッ チで IPv6 機能を イネーブルにし ない場合は、 IPv4/IPv6 テンプレート を使用し ない
でく ださ い。 sdm prefer ipv4-and-ipv6 グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入
力すると 、 リ ソースを  IPv4 と  IPv6 に振り 分けて、 IPv4 フォ ワーディ ングに割り 当てら れ
たリ ソースを制限しま す。

ス イッ チ上でどのテンプレート がアク ティ ブかを確認したり 、 いずれかのテンプレート のリ
ソース割り 当てを確認したり するには、 show sdm prefer 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

12.2(55)SE lanbase-routing キーワードが LAN Base イメ ージを実行して いるス
イッ チに追加さ れま した。

12.2(55)EX Catalyst 2960-C のテンプレート が追加さ れま した。

リ リース 変更内容

表 2-23 Catalyst 2960 スイッ チ テンプレート 上で許可される機能リソースの概算

リソース Default QoS デュ アル 
LAN ベース 
ルーティ ング 

ユニキャ スト  MAC アドレス 8 K 8 K 8 K 4 K

IPv4 IGMP グループ 256 256 256 256

IPv4 ユニキャ スト  ルート 0 0 0 0.75 K

• ホスト に直接接続 0 0 0 0.75 K

• 間接ルート 0 0 0 16

IPv6 マ ルチキャ スト  グループ 0 0 0 0.25 K

直接接続さ れた  IPv6 アドレス 0 0 0 0.25 K
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間接 IPv6 ユニキャ スト  ルート 0 0 0 0

IPv4 ポリ シーベース  ルーティ ング 
ACE

0 0 0 0

IPv4 MAC QoS ACE 128 384 0 128

IPv4 MAC セキュ リ ティ  ACE 384 128 256 384

IPv6 ポリ シーベース  ルーティ ング 0 0 0 0

IPv6 QoS ACE 0 0 0 0

IPv6 セキュ リ ティ の  ACE 0 0 0 0.125 K

表 2-24 2960-S スイッ チ テンプレート で許容される機能リソースの概算

リソース Default 
LAN ベース 
ルーティ ング 

ユニキャ スト  MAC アドレス 8 K 4 K

IPv4 IGMP グループ 256 256

IPv4 ユニキャ スト  ルート 256 0.75 K

• ホスト に直接接続 0.75 K

• 間接ルート 16

IPv6 マ ルチキャ スト  グループ 0.25 K

直接接続さ れた  IPv6 アドレス 0.25 K

間接 IPv6 ユニキャ スト  ルート 0

IPv4 ポリ シーベース  ルーティ ング 
ACE

0

IPv4 MAC QoS ACE 384 128

IPv4 MAC セキュ リ ティ  ACE 384 384

IPv6 ポリ シーベース  ルーティ ング 0

IPv6 QoS ACE 0

IPv6 セキュ リ ティ の  ACE 128 0.125 K

表 2-25 Catalyst 2960-C フ ァスト  イーサネッ ト  スイッ チ テンプレート で許可される機能リソース
の概算

リソース Default QoS デュ アル 
LAN ベース 
ルーティ ング 

ユニキャ スト  MAC アドレス 8 K 8 K 8 K 4 K

IPv4 IGMP グループおよびマ ルチキャ
スト  ルート

0.25 K 0.25 K 0.25 K 0.25 K 

IPv4 ユニキャ スト  ルート 0 0 0 4.25 K

表 2-23 Catalyst 2960 スイッ チ テンプレート 上で許可される機能リソースの概算

リソース Default QoS デュ アル 
LAN ベース 
ルーティ ング 
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例 次の例では、 QoS テンプレート の使用方法を示しま す。

Switch(config)# sdm prefer qos
Switch(config)# exit
Switch# reload

次の例では、 ス イッ チ上でデフォ ルト のテンプレート を設定する方法を示しま す。

Switch(config)# sdm prefer default
Switch(config)# exit
Switch# reload

• ホスト に直接接続 0 0 0 4 K

• 間接ルート 0 0 0 0.25 K 

IPv6 マ ルチキャ スト  グループ 0 0 0.375 K 0

直接接続さ れた  IPv6 アドレス 0 0 0 0

間接 IPv6 ユニキャ スト  ルート 0 0 0 0

IPv4 ポリ シーベース  ルーティ ング 
ACE

0 0 0 0

IPv4 MAC QoS ACE 0.125 K 0.375 K 0.125 K 0.125 K

IPv4 MAC セキュ リ ティ  ACE 0.375 K 0.125 K 0.375 K 0.375 K

IPv6 ポリ シーベース  ルーティ ング 0 0 0 0

IPv6 QoS ACE 0 0 20 0

IPv6 セキュ リ ティ の  ACE 0 0 77 0

表 2-26 2960-C ギガビッ ト  イーサネッ ト  スイッ チ テンプレート 上で許可さ れる機能リソースの
概算

リソース Default 

ユニキャ スト  MAC アドレス 8 K

IPv4 IGMP グループ 0.25 K

IPv6 マ ルチキャ スト  グループ 0.25 K 

直接接続さ れた  IPv6 アドレス

間接 IPv6 ユニキャ スト  ルート

IPv4 ポリ シーベース  ルーティ ング ACE

IPv4 MAC QoS ACE 0.125 K

IPv4 MAC セキュ リ ティ  ACE 0.375 K

IPv6 ポリ シーベース  ルーティ ング 0

IPv6 QoS ACE 60

IPv6 セキュ リ ティ の  ACE .125 

表 2-25 Catalyst 2960-C フ ァスト  イーサネッ ト  スイッ チ テンプレート で許可される機能リソース
の概算

リソース Default QoS デュ アル 
LAN ベース 
ルーティ ング 
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次の例では、 ス イッ チ上でデフォ ルト のデュ アル IPv4/IPv6 テンプレート を設定する方法を示
しま す。

Switch(config)# sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default
Switch(config)# exit
Switch# reload

関連コマンド コマンド 説明

show sdm prefer 現在使用さ れて いる SDM テンプレート 、 または機能ごと のリ ソース
割り 当ての概算によ る使用可能なテンプレート を表示しま す。
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service password-recovery
パス ワード回復メ カニズ ムを イネーブル （デフォ ルト ） にするには、 service 
password-recovery グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 このメ カニズ
ムでは、 ス イッ チに物理的にアク セス するエン ド  ユーザは、 ス イッ チの電源投入時に Mode ボ
タ ンを押して起動プロセスを中断し、 新し いパス ワードを割り 当て るこ と ができま す。 パス
ワード回復機能の一部をディ セーブルにするには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。 パ
ス ワード回復メ カニズ ムがディ セーブルになると 、 ユーザがシステ ムをデフォ ルト 設定に戻す
こ と に同意した場合だけ、 ブート  プロセスを中断できま す。

service password-recovery

no service password-recovery

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト パス ワード回復メ カニズ ムはイネーブルです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン システ ム管理者は no service password-recovery コマン ドを使用して、 パス ワード回復機能の一
部をディ セーブルにできま す。 こ れにより エン ド  ユーザは、 システ ムをデフォ ルト 設定に戻す
こ と に同意した場合だけ、 パス ワードを リ セッ ト できま す。

パス ワード回復手順を使用するには、 ス イッ チに物理的にアク セス するユーザは、 装置の電源
投入時、 およびポート  1X の上にある LED が消灯してから  1 ～ 2 秒の間に Mode ボタ ンを押し
ま す。 ボタ ンを放すと 、 システ ムは初期化を続けま す。

パス ワード回復メ カニズ ムがディ セーブルの場合、 次のメ ッ セージが表示さ れま す。

The password-recovery mechanism has been triggered, but
is currently disabled.  Access to the boot loader prompt
through the password-recovery mechanism is disallowed at
this point.  However, if you agree to let the system be
reset back to the default system configuration, access
to the boot loader prompt can still be allowed.

Would you like to reset the system back to the default configuration (y/n)?

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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（注） ユーザがシステ ムをデフォ ルト 設定にリ セッ ト し ない場合、 Mode ボタ ンを押さ ないと き と 同
じ よ うに通常の起動プロセスが続行しま す。 ユーザがシステ ムをデフォ ルト 設定にリ セッ ト す
るこ と を選択した場合、 フ ラッ シュ  メ モリ のコ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ルが削除さ れ、
VLAN データベース  フ ァイ ル flash:vlan.dat がある場合にはこのフ ァイ ルも削除さ れま す。 no 
service password-recovery コマン ドを使用して、 エン ド  ユーザのパス ワード  アク セスを制御す
る場合、 エン ド  ユーザがパス ワード回復手順を使用してシステ ムをデフォ ルト 値に戻す状況を
考慮し、 ス イッ チと は別の場所に config フ ァイ ルのコ ピーを保存しておく よ う推奨しま す。 ス
イッ チ上に config フ ァイ ルのバッ ク アッ プを保存し ないでく ださ い。

ス イッ チが VTP ト ランスペアレ ント  モードで動作して いる場合、 vlan.dat フ ァイ ルも ス イッ チ
と は別の場所にコ ピーを保存しておく こ と を推奨しま す。

service password-recovery または no service password-recovery コマン ドをスタッ ク  マスター上
で入力した場合、 コマン ドはスタッ ク全体に伝播さ れ、 スタッ ク内のすべてのス イッ チに適用
さ れま す。

パス ワードの回復がイネーブルかディ セーブルかを確認するには、 show version 特権 EXEC コ
マン ドを入力しま す。

例 次の例では、 ス イッ チ上でパス ワード回復をディ セーブルにする方法を示しま す。 ユーザはデ
フォ ルト 設定に戻すこ と に同意が得ら れた場合のみパス ワードを リ セッ ト できま す。

Switch(config)# no service-password recovery
Switch(config)# exit

関連コマンド コマンド 説明

show version ハード ウェアおよびフ ァー ムウェアのバージョ ン情報を表示
しま す。
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service-policy
policy-map コマン ドで定義さ れたポリ シーマッ プを物理ポート の入力に適用するには、
service-policy インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 ポリ シー 
マッ プと ポート の対応付けを削除するには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

service-policy input policy-map-name 

no service-policy input policy-map-name

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

（注） history キーワードは、 コマン ド ラ インのヘルプ スト リ ングには表示さ れま すが、 サポート さ
れて いません。 こ のキーワードが収集した統計情報は無視しま す。 output キーワードも サポー
ト さ れて いません。

デフォルト ポート にポリ シー マッ プは適用さ れて いません。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ポリ シーマッ プは、 物理ポート 上に設定できま す。

物理ポート 上の着信ト ラフィ ッ ク にポリ シーマッ プを適用できま す。

ポート 信頼状態を使用した分類 （たと えば、 mls qos trust [cos | dscp | ip-precedence]） と ポリ
シー マッ プ （たと えば、 service-policy input policy-map-name） は同時に指定できません。 後
に行われた設定により 、 前の設定が上書き さ れま す。

例 次の例では、 物理入力ポート に plcmap1 を適用する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# service-policy input plcmap1

次の例では、 物理ポート から  plcmap2 を削除する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# no service-policy input plcmap2

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

input policy-map-name 物理ポート の入力に、 指定したポリ シーマッ プを適用しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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関連コマンド コマンド 説明

policy-map 複数のポート に接続可能なポリ シー マッ プを作成または変更して、
サービス  ポリ シーを指定しま す。

show policy-map QoS ポリ シー マッ プを表示しま す。

show running-config ス イッ チの実行コ ンフィ ギュレーショ ンを表示しま す。
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session
指定のスタッ ク  メ ンバにアク セス するには、 スタッ ク  マスター上で session 特権 EXEC コマン
ドを使用しま す。

session stack-member-number 

（注） こ のコマン ドは、LAN base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チのみでサポート さ
れて いま す。

構文の説明

（注） processor キーワードは、 コマン ド ラ インのヘルプ スト リ ングには表示さ れま すが、 サポート
さ れて いません。

デフォルト デフォ ルト は定義さ れて いません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン メ ンバにアク セス すると 、 メ ンバの番号がシステ ム プロ ンプト に追加さ れま す。

メ ンバ ス イッ チにアク セス するには、 マスターから  session コマン ドを使用しま す。

内部コ ント ローラにアクセスするには、 マスターまたはスタンドアロン ス イッ チから、 processor 
1 を指定して  session コマンドを使用しま す。 スタンドアロン ス イッ チは常にメ ンバ 1 です。

例 次の例では、 メ ンバ 6 にアク セス する方法を示しま す。

Switch(config)# session 6
Switch-6#

関連コマンド

stack-member-number メ ンバ番号を指定しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 4 です。

リ リース 変更内容

12.2(53)SE1 このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

reload メ ンバを リ ロー ドし、 設定の変更を有効にしま す。

switch メ ンバのプラ イオリ ティ 値を変更しま す。

switch renumber メ ンバ番号を変更しま す。

show switch スタッ ク およびそのメ ンバに関する情報を表示しま す。
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set
パケッ ト の DiffServ コー ド  ポイント （DSCP） または IP precedence 値を設定して  IP ト ラフィ ッ
クを分類するには、 set ポリ シー マッ プ ク ラス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま
す。 ト ラフィ ッ クの分類を削除するには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

set {dscp new-dscp | [ip] precedence new-precedence}

no set {dscp new-dscp | [ip] precedence new-precedence}

構文の説明

デフォルト ト ラフィ ッ クの分類は定義さ れて いません。

コマンド  モード ポリ シー マッ プ ク ラス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン set ip dscp ポリ シー マッ プ ク ラス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用した場合は、 ス
イッ チによってこ のコマン ドはス イッ チ コ ンフィ ギュレーショ ンの  set dscp に変更さ れま す。
set ip dscp ポリ シー マッ プ ク ラス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力すると 、 ス イッ チ 
コ ンフィ ギュレーショ ンではこ の設定は set dscp と して表示さ れま す。

set ip precedence ポリ シー マッ プ ク ラス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドまたは set 
precedence ポリ シー マッ プ ク ラス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用できま す。 ス イッ
チ コ ンフィ ギュレーショ ンではこ の設定は set ip precedence と して表示さ れま す。

同じポリ シー マッ プ内では、 set コマン ドと  trust ポリ シー マッ プ ク ラス  コ ンフィ ギュレー
ショ ン コマン ドを同時に指定できません。

set dscp new-dscp コマン ドまたは set ip precedence new-precedence コマン ドについては、一般的
な値にニーモニッ ク名を入力できま す。 たと えば、 set dscp af11 コマン ドを入力できま す。 こ
れは set dscp 10 コマン ドの入力と 同じです。set ip precedence critical コマン ドを入力できま す。
こ れは set ip precedence 5 コマン ドの入力と 同じです。 サポート さ れるニーモニッ クのリ スト
については、 set dscp ? または set ip precedence ? コマン ドを入力して、 コマン ド ラ インのヘル
プ スト リ ングを表示してく ださ い。

ポリ シー マッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン モードに戻るには、 exit コマン ドを使用しま す。 特
権 EXEC モードに戻るには、 end コマン ドを使用しま す。

dscp new-dscp 分類さ れたト ラフィ ッ ク に割り 当てら れる新し い DSCP 値で
す。 指定でき る範囲は 0 ～ 63 です。 一般的に使用する値に対
してはニーモニッ ク名を入力するこ と も できま す。

[ip] precedence new-precedence 分類さ れたト ラフィ ッ ク に割り 当てら れる新し い IP 
precedence 値です。 指定でき る範囲は 0 ～ 7 です。 一般的に
使用する値に対してはニーモニッ ク名を入力するこ と も でき
ま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(25)SED ip キーワードは任意です。
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例 次の例では、 ポリ サーが設定さ れて いないすべての  FTP ト ラフィ ッ ク に DSCP 値 10 を割り 当
て る方法を示しま す。

Switch(config)# policy-map policy_ftp
Switch(config-pmap)# class ftp_class
Switch(config-pmap-c)# set dscp 10
Switch(config-pmap)# exit

設定を確認するには、 show policy-map 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

class 指定さ れたク ラスマッ プ名のト ラフィ ッ ク分類一致条件 （police、 set、
および trust ポリ シー マッ プ ク ラス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドに
よ る） を定義しま す。

police 分類したト ラフィ ッ ク にポリ サーを定義しま す。

policy-map 複数のポート に接続可能なポリ シー マッ プを作成または変更して、 サー
ビス  ポリ シーを指定しま す。

show policy-map QoS ポリ シー マッ プを表示しま す。

trust class ポリ シー マッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドまたは class-map 
グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して分類さ れたト ラ
フィ ッ クの信頼状態を定義しま す。
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setup
ス イッ チを初期設定に設定するには、 setup 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

setup 

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  モード 特権 EXEC 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン setup コマン ドを使用する場合、 次の情報が必要になり ま す。

• IP アドレス およびネッ ト ワーク  マスク

• 使用環境に対するパス ワードの方針

• ス イッ チがク ラスタ  コマン ド  ス イッ チおよびク ラスタ名と して使用さ れるかど うか

setup コマン ドを入力すると 、 System Configuration Dialog と いう対話形式のダイアロ グが表示
さ れま す。 コ ンフィ ギュレーショ ン プロセスが開始さ れ、 情報を求め るプロ ンプト が表示さ れ
ま す。 各プロ ンプト の隣に表示さ れるカッ コで囲ま れた値は、 setup コマン ド機能または 
configure 特権 EXEC コマン ドのいずれかを使用して設定さ れた 後のデフォ ルト 値です。

各プロ ンプト でヘルプ テキスト が提供さ れま す。 ヘルプ テキスト にアク セス するには、 プロ
ンプト で疑問符 （?） のキーを入力しま す。

変更を中断し、 System Configuration Dialog を 後まで実行せずに特権 EXEC プロ ンプト に戻る
には、 Ctrl+C を押しま す。

変更が完了すると 、 セッ ト アッ プ プロ グラ ムにより 、 セッ ト アッ プ セッ ショ ン中に作成さ れ
たコ ンフィ ギュレーショ ン コマン ド  スク リ プト が表示さ れま す。 設定を  NVRAM に保存する
か、 あるいは設定を保存せずにセッ ト アッ プ プロ グラ ムまたはコマン ド ラ イン プロ ンプト に
戻るこ と ができま す。

例 次の例では、 setup コマン ドの出力を示しま す。

Switch# setup
--- System Configuration Dialog ---

Continue with configuration dialog? [yes/no]: yes

At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.

Basic management setup configures only enough connectivity
for management of the system, extended setup will ask you
to configure each interface on the system.

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: yes
Configuring global parameters:
Enter host name [Switch]:host-name

  The enable secret is a password used to protect access to
  privileged EXEC and configuration modes. This password, after
  entered, becomes encrypted in the configuration.
  Enter enable secret: enable-secret-password

  The enable password is used when you do not specify an
  enable secret password, with some older software versions, and
  some boot images.
  Enter enable password: enable-password

  The virtual terminal password is used to protect
  access to the router over a network interface.
  Enter virtual terminal password: terminal-password

  Configure SNMP Network Management? [no]: yes
  Community string [public]: 

Current interface summary
Any interface listed with OK? value “NO” does not have a valid configuration

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
Vlan1                      172.20.135.202  YES NVRAM  up                    up

GigabitEthernet6/0/1 unassigned      YES unset  up                    up

GigabitEthernet6/0/2 unassigned      YES unset  up                    down

<output truncated>

Port-channel1              unassigned      YES unset  up                    down

Enter interface name used to connect to the
management network from the above interface summary: vlan1

Configuring interface vlan1:
Configure IP on this interface? [yes]: yes 
IP address for this interface: ip_address
Subnet mask for this interface [255.0.0.0]: subnet_mask

Would you like to enable as a cluster command switch? [yes/no]: yes

Enter cluster name: cluster-name

The following configuration command script was created:

hostname host-name
enable secret 5 $1$LiBw$0Xc1wyT.PXPkuhFwqyhVi0
enable password enable-password
line vty 0 15
password terminal-password
snmp-server community public
!
no ip routing
!
interface GigabitEthernet6/0/1
no ip address
!
interface GigabitEthernet6/0/2
no ip address
! 
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cluster enable cluster-name
!
end
Use this configuration? [yes/no]: yes
!
[0] Go to the IOS command prompt without saving this config.

[1] Return back to the setup without saving this config.

[2] Save this configuration to nvram and exit.

Enter your selection [2]:

関連コマンド コマンド 説明

show running-config ス イッ チの実行コ ンフィ ギュレーショ ンを表示しま す。

show version ハード ウェアおよびフ ァー ムウェアのバージョ ン情報を表示
しま す。
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setup express
Express Setup モードを イネーブルにするには、 setup express グローバル コ ンフィ ギュレーショ
ン コマン ドを使用しま す。 Express Setup モードをディ セーブルにする場合は、 このコマン ドの  
no 形式を使用しま す。

setup express 

no setup express

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト Express Setup はイネーブルです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 新し いス イッ チ （未設定） 上で Express Setup を イネーブルにする場合、 Mode ボタ ンを  2 秒間
押すこ と で Express Setup を開始できま す。IP アドレス  10.0.0.1 を使用すると イーサネッ ト  ポー
ト 経由でス イッ チにアク セスできま す。 その後、 ス イッ チを  Web ベースの  Express Setup プロ
グラ ム、 またはコマン ド ラ イン インターフェ イス （CLI） ベースのセッ ト アッ プ プロ グラ ムで
設定できま す。

設定したス イッ チで Mode ボタ ンを  2 秒間押すと 、 Mode ボタ ンの上にある LED が点滅し始め
ま す。 Mode ボタ ンを合計 10 秒間押し続けると 、 ス イッ チの設定は削除さ れ、 ス イッ チがリ
ブート さ れま す。 その場合、 ス イッ チは、 Web ベースの  Express Setup プロ グラ ムまたは CLI 
ベースのセッ ト アッ プ プロ グラ ムのいずれかで、 新し いス イッ チのよ うに設定し直すこ と がで
きま す。

（注） 設定の変更 （CLI ベースのセッ ト アッ プ プロ グラ ムの始めで no を入力するこ と を含む） を行
うと すぐに、 Express Setup によ る設定を利用でき なく なり ま す。 Mode ボタ ンを  10 秒間押し続
けると 、 再度 Express Setup だけを実行できま す。 こ れにより 、 設定は削除さ れ、 ス イッ チが再
起動しま す。

ス イッ チ上で Express Setup がアク ティ ブな場合に、 write memory または copy 
running-configuration startup-configuration 特権 EXEC コマン ドを入力すると 、 Express Setup 
は非アク ティ ブ化さ れま す。ス イッ チの  IP アドレス  10.0.0.1 は有効ではなく なり 、この IP アド
レスを使用して いる接続も終了しま す。

no setup express コマン ドの主な目的は、Mode ボタ ンを  10 秒間押すこ と によってス イッ チの設
定が削除さ れるのを防ぐこ と です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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例 次の例では、 Express Setup モードを イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# setup express

Express Setup モードがイネーブルであるこ と を確認するには、 Mode ボタ ンを押しま す。

• 未設定のス イッ チでは、 Mode ボタ ンの上にある LED は 3 秒後にグリ ーンになり ま す。

• 設定さ れたス イッ チ上では、 Mode の  LED が 2 秒後に点滅し、 10 秒後にグリ ーンになり
ま す。

注意 Mode ボタ ンを合計 10 秒間押し続けると 、 設定は削除さ れ、 ス イッ チが再起動さ れま す。

次の例では、 Express Setup モードをディ セーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# no setup express

Mode ボタ ンを押すと 、 Express Setup モードがディ セーブルであるこ と を確認できま す。
Express Setup モードがス イッ チでイネーブルでない場合、 モード  LED はグリ ーンに点灯し な
い、 またはグリ ーンに点滅し始めま す。

関連コマンド コマンド 説明

show setup express Express Setup モードがアク ティ ブかど うか表示しま す。
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show access-lists
ス イッ チで設定さ れた  アク セス  コ ント ロール リ スト （ACL） を表示するには、 show 
access-lists 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show access-lists [name | number | hardware counters | ipc] 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ス イッ チは IP 標準および拡張アク セス  リ スト だけをサポート しま す。 したがって、 許可さ れ
る数値は、 1 ～ 199 と  1300 ～ 2699 だけです。

こ のコマン ドでは、 設定さ れた  MAC ACL も表示しま す。

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

（注） rate-limit キーワードは、 コマン ド ラ インのヘルプ スト リ ングには表示さ れて いま すが、 サ
ポート さ れて いません。

例 次の例では、 show access-lists コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show access-lists
Standard IP access list 1
    10 permit 1.1.1.1
    20 permit 2.2.2.2
    30 permit any
    40 permit 0.255.255.255, wildcard bits 12.0.0.0
Standard IP access list videowizard_1-1-1-1
    10 permit 1.1.1.1
Standard IP access list videowizard_10-10-10-10
    10 permit 10.10.10.10
Extended IP access list 121
    10 permit ahp host 10.10.10.10 host 20.20.10.10 precedence routine

name （任意） ACL の名前です。

number （任意） ACL の番号です。 指定でき る範囲は 1 ～ 2699 です。

hardware counters （任意） 切り 替えら れ、 ルーティ ングさ れたパケッ ト のグローバ
ル ハード ウェア ACL 統計情報を表示しま す。

ipc （任意） プロセス間通信 （IPC） プロト コ ル アク セス  リ スト  コ ン
フィ ギュレーショ ンのダウンロード情報を表示しま す。

expression 参照ポイント と して使用する出力内の文字列です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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Extended IP access list CMP-NAT-ACL
    Dynamic Cluster-HSRP deny   ip any any
    10 deny ip any host 19.19.11.11
    20 deny ip any host 10.11.12.13
    Dynamic Cluster-NAT permit ip any any
    10 permit ip host 10.99.100.128 any
    20 permit ip host 10.46.22.128 any
    30 permit ip host 10.45.101.64 any
    40 permit ip host 10.45.20.64 any
    50 permit ip host 10.213.43.128 any
    60 permit ip host 10.91.28.64 any
    70 permit ip host 10.99.75.128 any
    80 permit ip host 10.38.49.0 any 

次の例では、 show access-lists hardware counters コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show access-lists hardware counters
L2 ACL INPUT Statistics
     Drop:                All frame count: 855
     Drop:                All bytes count: 94143
     Drop And Log:        All frame count: 0
     Drop And Log:        All bytes count: 0
     Bridge Only:         All frame count: 0
     Bridge Only:         All bytes count: 0
     Bridge Only And Log: All frame count: 0
     Bridge Only And Log: All bytes count: 0
     Forwarding To CPU:   All frame count: 0
     Forwarding To CPU:   All bytes count: 0
     Forwarded:           All frame count: 2121
     Forwarded:           All bytes count: 180762
     Forwarded And Log:   All frame count: 0
     Forwarded And Log:   All bytes count: 0

 L3 ACL INPUT Statistics
     Drop:                All frame count: 0
     Drop:                All bytes count: 0
     Drop And Log:        All frame count: 0
     Drop And Log:        All bytes count: 0
     Bridge Only:         All frame count: 0
     Bridge Only:         All bytes count: 0
     Bridge Only And Log: All frame count: 0
     Bridge Only And Log: All bytes count: 0
     Forwarding To CPU:   All frame count: 0
     Forwarding To CPU:   All bytes count: 0
     Forwarded:           All frame count: 13586
     Forwarded:           All bytes count: 1236182
     Forwarded And Log:   All frame count: 0
     Forwarded And Log:   All bytes count: 0

 L2 ACL OUTPUT Statistics
     Drop:                All frame count: 0
     Drop:                All bytes count: 0
     Drop And Log:        All frame count: 0
     Drop And Log:        All bytes count: 0
     Bridge Only:         All frame count: 0
     Bridge Only:         All bytes count: 0
     Bridge Only And Log: All frame count: 0
     Bridge Only And Log: All bytes count: 0
     Forwarding To CPU:   All frame count: 0
     Forwarding To CPU:   All bytes count: 0
     Forwarded:           All frame count: 232983
     Forwarded:           All bytes count: 16825661
     Forwarded And Log:   All frame count: 0
     Forwarded And Log:   All bytes count: 0
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 L3 ACL OUTPUT Statistics
     Drop:                All frame count: 0
     Drop:                All bytes count: 0
     Drop And Log:        All frame count: 0
     Drop And Log:        All bytes count: 0
     Bridge Only:         All frame count: 0
     Bridge Only:         All bytes count: 0
     Bridge Only And Log: All frame count: 0
     Bridge Only And Log: All bytes count: 0
     Forwarding To CPU:   All frame count: 0
     Forwarding To CPU:   All bytes count: 0
     Forwarded:           All frame count: 514434
     Forwarded:           All bytes count: 39048748
     Forwarded And Log:   All frame count: 0
     Forwarded And Log:   All bytes count: 0

関連コマンド コマンド 説明

access-list ス イッ チに標準または拡張番号アク セス  リ スト を設定しま す。

ip access-list ス イッ チに指定さ れた  IP アク セス  リ スト を設定しま す。

mac access-list extended ス イッ チに、指定さ れたまたは番号の付いた  MAC アク セス  リ ス
ト を設定しま す。
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show archive status
HTTP または TFTP プロト コ ルでス イッ チにダウンロードさ れた新し いイメ ージのステータス
を表示するには、 show archive status 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show archive status 

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン archive download-sw 特権 EXEC コマン ドを使用して イメ ージを  TFTP サーバにダウンロードす
る場合、 archive download-sw コマン ドの出力では、 ダウンロードのステータスが表示さ れま
す。

TFTP サーバがない場合、 HTTP を使用して イメ ージを ダウンロードするには、 Network 
Assistant または組み込みデバイス  マネージャを使用しま す。show archive status コマン ドでは、
ダウンロードの進捗状況が表示さ れま す。

例 次の例では、 show archive status コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show archive status
IDLE: No upgrade in progress

Switch# show archive status
LOADING: Upgrade in progress

Switch# show archive status
EXTRACT: Extracting the image

Switch# show archive status
VERIFY: Verifying software

Switch# show archive status
RELOAD: Upgrade completed. Reload pending

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

archive download-sw TFTP サーバからス イッ チに新し いイメ ージを ダウンロードしま す。
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show arp access-list
アドレス解決プロト コ ル （ARP） アク セス  コ ント ロール （リ スト ） の詳細を表示するには、
show arp access-list EXEC コマン ドを使用しま す。

show arp access-list [acl-name] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC 
特権 EXEC

コマンド 履歴

例 次の例では、 show arp access-list コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show arp access-list
ARP access list rose
    permit ip 10.101.1.1 0.0.0.255 mac any
    permit ip 20.3.1.0 0.0.0.255 mac any

関連コマンド

acl-name （任意） ACL の名前です。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

arp access-list ARP ACL を定義しま す。

deny （ARP アク セス  リ スト  
コ ンフィ ギュレーショ ン）

Dynamic Host Configuration Protocol （DHCP） バインディ ングと
の一致に基づいて  ARP パケッ ト を拒否しま す。

ip arp inspection filter vlan スタティ ッ ク  IP アドレスで設定さ れたホスト からの  ARP 要求
および応答を許可しま す。

permit （ARP アク セス
リ スト  コ ンフィ ギュレー
ショ ン）

DHCP バインディ ングと の一致に基づいて  ARP パケッ ト を許可
しま す。
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show authentication
show authentication
ス イッ チで認証マネージャ  イベント に関する情報を表示するには、 show authentication EXEC 
コマン ドを使用しま す。

show authentication {interface interface-id | registrations | sessions [session-id session-id] 
[handle handle] [interface interface-id] [mac mac] [method method] | statistics [summary]}

構文の説明

コマンド  デフォルト こ のコマン ドにデフォ ルト 設定はあり ません。

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 表 2-27 に、 show authentication コマン ドの出力に表示さ れる重要なフィ ールドの説明を示しま
す。

（注） セッ ショ ンのステータスに使用でき る値を次に示しま す。 終了ステート のセッ ショ ンでは、 結
果を出した方式がない場合は、 Authz Success または Authz Failed が No methods と と も に表示さ
れま す。

interface interface-id （任意） 指定したインターフェ イスに関する認証マネージャの詳細を
すべて表示しま す。

method method （任意） 指定した認証方式 （dot1x、 mab、 または webauth） によって
許可さ れたク ラ イアント をすべて表示しま す。

registrations （任意） 認証マネージャ  レジスト レーショ ンを表示しま す。

sessions （任意） 現在の認証マネージャのセッ ショ ン （たと えば、 ク ラ イアン
ト 装置） の詳細を表示しま す。 オプショ ンの指定子を入力しないと 、
現在アクティ ブなセッ ショ ンがすべて表示さ れま す。 特定のセッ ショ
ン （またはセッ ショ ンのグループ） を表示するには、 指定子を単独
で、 または組み合わせて入力できま す。

session-id session-id （任意） 認証マネージャのセッ ショ ンを指定しま す。

handle handle （任意） 1 ～ 4294967295 の範囲を指定しま す。

mac mac （任意） 指定した  MAC アドレスの認証マネージャ情報を表示しま す。

statistics （任意） 認証統計情報を詳し く 表示しま す。

summary （任意） 認証統計情報のサマリ ーを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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show authentication
表 2-28 に、 方式のステート に使用でき る値を リ スト しま す。 終了ステート のセッ ショ ンでは、
Authc Success、 Authc Failed、 または Failed over が表示さ れま す。 Failed over は、 認証方式が実
行さ れ、 次の方式にフェールオーバーし、 結果は提供さ れなかったこ と を意味しま す。 Not run 
は、 スタ ンバイで同期化したセッ ショ ンの場合に表示さ れま す。

例 次の例では、 show authentication registrations コマン ドを示しま す。

Switch# show authentication registrations 
Auth Methods registered with the Auth Manager:
Handle Priority Name
3 0 dot1x
2 1 mab
1 2 webauth

次の例では、 show authentication interface interface-id コマン ドを示しま す。

Switch# show authentication interface gigabitethernet1/0/23
Client list:
MAC Address Domain Status Handle Interface
000e.84af.59bd DATA Authz Success 0xE0000000 GigabitEthernet1/0/23 
Available methods list:
Handle Priority Name
3 0 dot1x
Runnable methods list:
Handle Priority Name
3 0 dot1x

表 2-27 show authentication コマンドの出力

フィ ールド  説明 

Idle セッ ショ ンが初期化さ れま した。 方式はまだ実行さ れて いません。

Running このセッ ショ ンの方式が実行中です。

No methods このセッ ショ ンの結果を出した方式はあり ません。

Authc Success 方式によって、 このセッ ショ ンの認証が成功しま した。

Authc Failed 方式によって、 このセッ ショ ンの認証は失敗しま した。

Authz Success このセッ ショ ンでは、 すべての機能が正常に適用さ れま した。

Authz Failed このセッ ショ ンで、 機能の適用に失敗しま した。

表 2-28 ステート 方式の値

方式のステート  ステート  レベル 説明 

Not run ターミ ナル このセッ ショ ンの方式は実行さ れて いません。

Running 中間 このセッ ショ ンの方式が実行中です。

Failed over ターミ ナル この方式は失敗しま した。 次の方式が結果を出すこ と が
予期さ れて いま す。

Authc Success ターミ ナル この方式は、 セッ ショ ンの成功した認証結果を提供しま
した。

Authc Failed ターミ ナル この方式は、 セッ ショ ンの失敗した認証結果を提供しま
した。
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次の例では、 show authentication sessions コマン ドを示しま す。

Switch# show authentication sessions
Interface  MAC Address     Method   Domain   Status         Session ID
Gi3/45     (unknown)       N/A      DATA     Authz Failed   0908140400000007003651EC
Gi3/46     (unknown)       N/A      DATA     Authz Success  09081404000000080057C274

次の例では、指定さ れた インターフェ イスの  show authentication sessions コマン ドを示しま す。

Switch# show authentication sessions int gigabitethernet 3/0/46
Interface:  GigabitEthernet3/0/46 
          MAC Address:  Unknown
           IP Address:  Unknown
               Status:  Authz Success
               Domain:  DATA
       Oper host mode:  multi-host
     Oper control dir:  both
        Authorized By:  Guest Vlan
          Vlan Policy:  4094
      Session timeout:  N/A
         Idle timeout:  N/A
    Common Session ID:  09081404000000080057C274
      Acct Session ID:  0x0000000A
               Handle:  0xCC000008
Runnable methods list:
       Method   State
       dot1x    Failed over 

次の例では、 指定さ れた  MAC アドレスの  show authentication sessions コマン ドを示しま す。

Switch# show authentication sessions mac 000e.84af.59bd
Interface: 
MAC Address: 000e.84af.59bd
Status: Authz Success
Domain: DATA
Oper host mode: single-host
Authorized By: Authentication Server
Vlan Policy: 10
Handle: 0xE0000000
Runnable methods list:
Method State
dot1x Authc Success

次の例では、 指定さ れた方式の  show authentication session method コマン ドを示しま す。

Switch# show authentication sessions method mab
No Auth Manager contexts match supplied criteria
Switch# show authentication sessions method dot1x
MAC Address Domain Status Handle Interface
000e.84af.59bd DATA Authz Success 0xE0000000 GigabitEthernet1/23

関連コマンド コマンド 説明

authentication 
control-direction

ポート  モードを単一方向または双方向に設定しま す。

authentication event 特定の認証イベント のアクショ ンを設定しま す。

authentication event 
linksec fail action

IEEE 802.1x 認証をサポート し ないク ラ イアント 用のフォールバッ ク
方式と して  Web 認証を使用するよ うポート を設定しま す。

authentication 
host-mode

ポート で認証マネージャ  モードを設定しま す。
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authentication open ポート でオープン アク セスを イネーブルまたはディ セーブルにし
ま す。

authentication order ポート で使用する認証方式の順序を設定しま す。

authentication 
periodic

ポート で再認証を イネーブルまたはディ セーブルにしま す。

authentication 
port-control

ポート の認証ステート の手動制御を イネーブルにしま す。

authentication 
priority

ポート  プラ イオリ ティ  リ スト に認証方式を追加しま す。

authentication timer 802.1x 対応ポート のタ イ ムアウト  パラメ ータと 再認証パラメ ータを
設定しま す。

コマンド 説明
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show auto qos
show auto qos 
Automatic QoS （auto-QoS） がイネーブルの インターフェ イスで入力さ れた  Quality of Service
（QoS） コ マン ドを表示するには、 show auto qos コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show auto qos [interface [interface-id]] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン show auto qos コマン ド出力には、 各インターフェ イスに入力さ れた  auto-QoS コマン ドだけが
表示さ れま す。 show auto qos interface interface-id コマン ド出力は、特定のインターフェ イスに
入力さ れた  auto-QoS コマン ドを表示しま す。

auto-QoS 設定およびユーザ変更を表示する場合は、show running-config 特権 EXEC コマン ドを
使用しま す。

show auto qos コマン ド出力には、 Cisco IP Phone のサービス  ポリ シー情報も表示さ れま す。

auto-QoS の影響を受ける可能性のある現在の  QoS の設定情報を表示するには、次のいずれかの
コマン ドを使用しま す。

• show mls qos

• show mls qos maps cos-dscp

• show mls qos interface [interface-id] [buffers | queueing]

• show mls qos maps [cos-dscp | cos-input-q | cos-output-q | dscp-cos | dscp-input-q | 
dscp-output-q]

• show mls qos input-queue

• show running-config

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

例 次の例では、 auto qos voip cisco-phone および auto qos voip cisco-softphone インターフェ イス  
コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力した場合の  show auto qos コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show auto qos 

interface [interface-id] （任意） 指定さ れたポート またはすべてのポート の  auto-QoS 
情報を表示しま す。 有効なインターフェ イスには、 物理ポー
ト が含ま れま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(40)SE コマン ド出力の情報が変更さ れま した。
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show auto qos
GigabitEthernet2/0/4
auto qos voip cisco-softphone

GigabitEthernet2/0/5
auto qos voip cisco-phone

GigabitEthernet2/0/6
auto qos voip cisco-phone

次の例では、 auto qos voip cisco-phone インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを
入力した場合の  show auto qos interface interface-id コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show auto qos interface gigabitethernet 2/0/5
GigabitEthernet2/0/5
auto qos voip cisco-phone

次の例では、 auto qos voip cisco-phone および auto qos voip cisco-softphone インターフェ イス  
コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力した場合の  show running-config 特権 EXEC コマン ド
の出力を示しま す。

Switch# show running-config
Building configuration...
...
mls qos map policed-dscp  24 26 46 to 0
mls qos map cos-dscp 0 8 16 26 32 46 48 56
mls qos srr-queue input bandwidth 90 10
mls qos srr-queue input threshold 1 8 16
mls qos srr-queue input threshold 2 34 66
mls qos srr-queue input buffers 67 33
mls qos srr-queue input cos-map queue 1 threshold 2  1
mls qos srr-queue input cos-map queue 1 threshold 3  0
mls qos srr-queue input cos-map queue 2 threshold 1  2
mls qos srr-queue input cos-map queue 2 threshold 2  4 6 7
mls qos srr-queue input cos-map queue 2 threshold 3  3 5
mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 2  9 10 11 12 13 14 15
mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 3  0 1 2 3 4 5 6 7
mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 3  32
mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 1  16 17 18 19 20 21 22 23
mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 2  33 34 35 36 37 38 39 48
mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 2  49 50 51 52 53 54 55 56
mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 2  57 58 59 60 61 62 63
mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 3  24 25 26 27 28 29 30 31
mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 3  40 41 42 43 44 45 46 47
mls qos srr-queue output cos-map queue 1 threshold 3  5
mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 3  3 6 7
mls qos srr-queue output cos-map queue 3 threshold 3  2 4
mls qos srr-queue output cos-map queue 4 threshold 2  1
mls qos srr-queue output cos-map queue 4 threshold 3  0
mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 3  40 41 42 43 44 45 46 47
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3  24 25 26 27 28 29 30 31
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3  48 49 50 51 52 53 54 55
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3  56 57 58 59 60 61 62 63
mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 threshold 3  16 17 18 19 20 21 22 23
mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 threshold 3  32 33 34 35 36 37 38 39
mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 1  8
mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 2  9 10 11 12 13 14 15
mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 3  0 1 2 3 4 5 6 7
mls qos queue-set output 1 threshold 1 100 100 100 100
mls qos queue-set output 1 threshold 2 75 75 75 250
mls qos queue-set output 1 threshold 3 75 150 100 300
mls qos queue-set output 1 threshold 4 50 100 75 400
mls qos queue-set output 2 threshold 1 100 100 100 100
mls qos queue-set output 2 threshold 2 35 35 35 35
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show auto qos
mls qos queue-set output 2 threshold 3 55 82 100 182
mls qos queue-set output 2 threshold 4 90 250 100 400
mls qos queue-set output 1 buffers 15 20 20 45
mls qos queue-set output 2 buffers 24 20 26 30
mls qos
...
!
class-map match-all AutoQoS-VoIP-RTP-Trust
  match ip dscp ef
class-map match-all AutoQoS-VoIP-Control-Trust
  match ip dscp cs3  af31
!
policy-map AutoQoS-Police-SoftPhone
  class AutoQoS-VoIP-RTP-Trust
   set dscp ef
    police 320000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
  class AutoQoS-VoIP-Control-Trust
   set dscp cs3
    police 32000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
!
policy-map AutoQoS-Police-CiscoPhone
  class AutoQoS-VoIP-RTP-Trust
   set dscp ef
    police 320000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
  class AutoQoS-VoIP-Control-Trust
   set dscp cs3
    police 32000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
...
!
interface GigabitEthernet2/0/4
switchport mode access
 switchport port-security maximum 400
 service-policy input AutoQoS-Police-SoftPhone
 speed 100
 duplex half
 srr-queue bandwidth share 10 10 60 20
 priority-queue out
 auto qos voip cisco-softphone
!
interface GigabitEthernet2/0/5
 switchport mode access
 switchport port-security maximum 1999
 speed 100
 duplex full
 srr-queue bandwidth share 10 10 60 20
 priority-queue out
 mls qos trust device cisco-phone
 mls qos trust cos
 auto qos voip cisco-phone
!
interface GigabitEthernet2/0/6
switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk native vlan 2
 switchport mode access
 speed 10
 srr-queue bandwidth share 10 10 60 20
 priority-queue out
 mls qos trust device cisco-phone
 mls qos trust cos
 auto qos voip cisco-phone
!
interface GigabitEthernet4/0/1
srr-queue bandwidth share 10 10 60 20
 priority-queue out
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show auto qos
 mls qos trust device cisco-phone
 mls qos trust cos
 mls qos trust device cisco-phone 
service-policy input AutoQoS-Police-CiscoPhone

<output truncated>

次の例では、 auto qos voip cisco-phone インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを
入力した場合の  show auto qos interface interface-id コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show auto qos interface Gigabitethernet1/0/2
auto qos voip cisco-softphone

次の例では、 Auto-QoS がス イッ チでディ セーブルの場合の  show auto qos コマン ドの出力を示
しま す。

Switch# show auto qos
AutoQoS not enabled on any interface

次の例では、 Auto-QoS がインターフェ イスでディ セーブルの場合の  show auto qos interface 
interface-id コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show auto qos interface gigabitethernet3/0/1
AutoQoS is disabled

関連コマンド コマンド 説明

auto qos voip QoS ドメ イン内の  Voice over IP （VoIP） に QoS を自動設定し
ま す。

debug auto qos auto-QoS 機能のデバッ グを イネーブルにしま す。
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show boot
show boot
BOOT 環境変数の設定を表示するには、 show boot 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show boot 

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

例 次の例では、 show boot コマン ドの出力を示しま す。 表 2-29 に、 出力内の各フィ ールドの説明
を示しま す。

Switch# show boot
BOOT path-list      :flash:/image
Config file         :flash:/config.text
Private Config file :flash:/private-config.text
Enable Break        :no
Manual Boot         :yes
HELPER path-list    :
Auto upgrade        :yes
-------------------

ス イッ チ スタッ ク では、 情報はスタッ ク内の各ス イッ チに対して表示さ れま す。

スタッ ク は、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チのみでサポート さ れ
て いま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

表 2-29 show boot のフィ ールドの説明

フィ ールド 説明

BOOT path-list 自動起動時にロードおよび実行し よ うと する実行可能フ ァイ ルのセミ コ ロ ン区
切り リ スト を表示しま す。

BOOT 環境変数が設定さ れて いない場合、 システ ムは、 フ ラッ シュ  フ ァイ ル シ
ステ ム全体に再帰的な縦型検索を行って、 初に検出さ れた実行可能イメ ージ
をロードして実行を試みま す。 ディ レク ト リ の縦型検索では、 検出した各サブ
ディ レク ト リ を完全に検索してから元のディ レク ト リ での検索を続けま す。

BOOT 環境変数が設定さ れて いても指定さ れた イメ ージをロードでき ない場合
は、 システ ムはフ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムで 初に見つかったブート  フ ァ
イ ルを起動し よ うと しま す。

Config file Cisco IOS がシステ ム コ ンフィ ギュレーショ ンの不揮発性コ ピーの読み書き に
使用するフ ァイ ル名を表示しま す。

Private Config file Cisco IOS がシステ ム コ ンフィ ギュレーショ ンの不揮発性コ ピーの読み書き に
使用するフ ァイ ル名を表示しま す。
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show boot
関連コマンド

Enable Break 起動中のブレーク がイネーブルか、 またはディ セーブルかを表示しま す。 yes、
on、 または 1 に設定さ れて いる場合は、 フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムの初期化
後にコ ンソール上で Break キーを押すと 、 自動起動プロセスを中断できま す。

Manual Boot ス イッ チが自動で起動するか、 または手動で起動するかを表示しま す。 no また
は 0 に設定さ れて いる場合、 ブート ローダはシステ ムを自動的に起動し よ うと
しま す。 それ以外に設定さ れて いる場合は、 ブート ローダ モードから手動でス
イッ チを起動する必要があり ま す。

Helper path-list ブート ローダの初期化中に動的にロードさ れるロード可能フ ァイ ルのセミ コ ロ
ン区切り リ スト を表示しま す。 ヘルパー フ ァイ ルは、 ブート ローダの機能を拡
張したり 、 パッ チを当てたり しま す。

Auto upgrade ス イッ チ スタッ ク が、 互換性のないス イッ チがスタッ ク に加入でき るよ う、 ソ
フト ウェア バージョ ンの自動コ ピーが設定さ れて いるかど うかを表示しま す。

Version-Mismatch モードにあるス イッ チは、 スタッ ク と は異なるバージョ ンの
スタッ ク  プロト コ ルが適用さ れて いま す。 Version-Mismatch モードのス イッ チ
はスタッ ク に加入できません。 スタッ ク が Version-Mismatch モードのス イッ チ
にコ ピーでき るイメ ージを保有し、 boot auto-copy-sw 機能がイネーブルの場
合、 他のスタッ ク  メ ンバからの イメ ージを  Version-Mismatch モードのス イッ チ
に自動的にコ ピーしま す。 その場合、 ス イッ チは Version-Mismatch モードを終
了し、 再起動後にスタッ ク に加入しま す。

NVRAM/Config file buffer size Cisco IOS がメ モリ 内のコ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ルのコ ピーを保持する
ために使用するバッ フ ァ サイズを表示しま す。 コ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ
ルは、 バッ フ ァ サイズ割り 当てを超えるこ と はできません。

表 2-29 show boot のフィ ールドの説明

フィ ールド 説明

コマンド 説明

boot auto-copy-sw Version-Mismatch モードのス イッ チを自動的にアッ プグレードするに
は、 自動アッ プグレード （auto-upgrade） プロセスを イネーブルにし
ま す。

boot config-file Cisco IOS がシステ ム設定の不揮発性コ ピーの読み書き に使用する
フ ァイ ル名を指定しま す。

boot enable-break 自動起動プロセスを中断できま す。

boot manual 次の起動サイク ル時の手動ス イッ チ起動を イネーブルにしま す。

boot 
private-config-file

Cisco IOS がプラ イベート 設定の不揮発性コ ピーの読み書き に使用す
るフ ァイ ル名を指定しま す。

boot system 次の起動サイク ル中にロードする Cisco IOS イメ ージを指定しま す。
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show cable-diagnostics tdr
show cable-diagnostics tdr
タ イ ム ドメ イン反射率計 （TDR） 結果を表示するには、 show cable-diagnostics tdr 特権 EXEC 
コマン ドを使用しま す。

show cable-diagnostics tdr interface interface-id 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン TDR は、 銅線のイーサネッ ト  10/100 および 10/100/1000 ポート でサポート さ れま す。 SFP モ
ジュール ポート ではサポート さ れません。 TDR の詳細については、 こ のリ リ ースに対応する
ソ フト ウェア コ ンフィ ギュレーショ ン ガイ ドを参照してく ださ い。

例 次の例では、 show cable-diagnostics tdr interface interface-id コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show cable-diagnostics tdr interface gigabitethernet1/0/2
TDR test last run on: March 01 20:15:40
Interface Speed Local pair Pair length        Remote pair Pair status
--------- ----- ---------- ------------------ ----------- --------------------
Gi1/0/2  auto Pair A     0    +/- 2  meters N/A         Open
                

Pair B     0    +/- 2  meters N/A         Open
Pair C     0    +/- 2  meters N/A         Open
Pair D     0    +/- 2  meters N/A         Open

表 2-30 に、 show cable-diagnostics tdr コマン ドの出力に表示さ れる各フィ ールドの説明を示し
ま す。

interface-id TDR が実行さ れて いるインターフェ イスを指定しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

表 2-30 show cable-diagnostics tdr コマンドで出力さ れるフィ ールドの説明

フィ ールド 説明

Interface TDR が実行さ れた インターフェ イス

Speed 接続速度

Local pair ローカ ル インターフェ イスで TDR がテスト を実行するワイヤ ペア名
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次の例では、 TDR が実行さ れて いると きの  show interfaces interface-id コマン ドの出力を示し
ま す。

Switch# show interfaces gigabitethernet1/01/2
gigabitethernet0/2 is up, line protocol is up (connected: TDR in Progress)

次の例では、TDR が実行さ れて いないと きの  show cable-diagnostics tdr interface interface-id コ
マン ドの出力を示しま す。

Switch# show cable-diagnostics tdr interface gigabitethernet1/01/2 
% TDR test was never issued on Gi1/0/2

インターフェ イスで TDR がサポート さ れない場合、 次のメ ッ セージが表示さ れま す。

% TDR test is not supported on switch 1

関連コマンド

Pair length 使用するス イッ チについて、 問題が発生したケーブルの場所。 次のいずれかの
場合に限り 、 TDR は場所を特定できま す。

• ケーブルが正し く 接続さ れ、 リ ンク がアッ プ状態で、 インターフェ イス速
度が 1000 Mb/s である場合

• ケーブルが断線して いる場合

• ケーブルがショ ート して いる場合

Remote pair ローカ ル ペアが接続さ れた ワイヤ ペア名。 ケーブルが正し く 接続さ れリ ンク
がアッ プ状態である場合だけ、 TDR はリ モート  ペアについて確認しま す。

Pair status TDR が実行さ れて いるワイヤ ペアのステータス

• Normal ： ワ イヤ ペアが正し く 接続さ れて いま す。

• Not completed ： テスト は実行中で、 完了して いません。

• Not supported ： インターフェ イスは TDR をサポート しません。

• Open ： ワ イヤ ペアが断線して いま す。

• Shorted ： ワ イヤ ペアがショ ート して いま す。

• ImpedanceMis ： インピーダンスが一致しません。

• Short/Impedance Mismatched ： インピーダンスが一致し ないかケーブルが
ショ ート して いま す。

• InProgress ： 診断テスト が進行中です。

表 2-30 show cable-diagnostics tdr コマンドで出力さ れるフィ ールドの説明 （続き）

フィ ールド 説明

コマンド 説明

test cable-diagnostics tdr インターフェ イスで TDR を イネーブルにし、 実行しま す。
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show cisp 
指定さ れた インターフェ イスの  CISP 情報を表示するには、 show cisp 特権 EXEC コマン ドを使
用しま す。

show cisp {[interface interface-id] | clients | summary} 

構文の説明

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

例 次の例では、 show cisp interface コマン ドの出力を示しま す。

WS-C3750E-48TD#show cisp interface fast 0 
CISP not enabled on specified interface

次の例では、 show cisp summary コマン ドの出力を示しま す。

CISP is not running on any interface

関連コマンド

ク ラ イアント （任意） CISP ク ラ イアント の詳細を表示しま す。

interface interface-id （任意） 指定さ れた インターフェ イスの  CISP 情報を表示しま す。
有効なインターフェ イスには、 物理ポート と ポート  チャ ネルが含ま
れま す。

summary （任意） 表示しま す。

expression 参照ポイント と して使用する出力内の文字列です。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

 dot1x credentials profile サプリ カント  ス イッ チでプロフ ァイ ルを設定しま す。

cisp enable Client Information Signalling Protocol （CISP） を イネーブルに
しま す。
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show class-map
ト ラフィ ッ クを分類するための一致基準を定義する Quality of Service （QoS） ク ラス  マッ プを
表示するには、 show class-map EXEC コマン ドを使用しま す。

show class-map [class-map-name] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

例 次の例では、 show class-map コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show class-map 
Class Map match-all videowizard_10-10-10-10 (id 2)
   Match access-group name videowizard_10-10-10-10

 Class Map match-any class-default (id 0)
   Match any
 Class Map match-all dscp5 (id 3)
   Match ip dscp 5

関連コマンド

class-map-name （任意） 指定さ れたク ラス  マッ プの内容を表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

class-map 名前を指定したク ラスと パケッ ト と の照合に使用するク ラ
ス  マッ プを作成しま す。

match （ク ラスマッ プ コ ンフィ
ギュレーショ ン）

ト ラフィ ッ クを分類するための一致条件を定義しま す。
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show cluster
ス イッ チが属して いるク ラスタのステータスと サマリ ーを表示するには、 show cluster EXEC 
コマン ドを使用しま す。 こ のコマン ドは、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チと ク ラスタ  メ ンバ ス
イッ チで入力できま す。

show cluster 

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ク ラスタのメ ンバでないス イッ チ上でこ のコマン ドを入力すると 、 エラー メ ッ セージ 「Not a 
management cluster member」 が表示さ れま す。

ク ラスタ  メ ンバ ス イッ チ上でこ のコマン ドを入力すると 、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チの  ID、
そのス イッ チ メ ンバの番号、 およびク ラスタ  コマン ド  ス イッ チと の接続状態が表示さ れま す。

ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チのスタッ クまたはク ラスタ  コマン ド  ス イッ チ上でこ のコマン ドを
入力すると 、 ク ラスタ名およびメ ンバの総数が表示さ れま す。 また、 ステータス変更後のク ラ
スタのステータス および時間も表示さ れま す。 冗長構成がイネーブルの場合は、 プラ イマリ お
よびセカンダリ  コマン ド  ス イッ チの情報が表示さ れま す。

（注） スタッ ク構成がサポート さ れて いるのは、 Catalyst 2960-S ス イッ チだけです。

例 次の例では、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チ上で show cluster コマン ドを入力した場合の出力を示
しま す。

Switch# show cluster
Command switch for cluster “Ajang”
        Total number of members:        7
        Status:                         1 members are unreachable
        Time since last status change:  0 days, 0 hours, 2 minutes
        Redundancy:                     Enabled
                Standby command switch: Member 1
                Standby Group:          Ajang_standby
                Standby Group Number:   110
        Heartbeat interval:             8
        Heartbeat hold-time:            80
        Extended discovery hop count:   3 

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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show cluster
次の例では、 ク ラスタ  メ ンバ ス イッ チ上で show cluster コマン ドを入力した場合の出力を示し
ま す。

Switch1> show cluster
Member switch for cluster “hapuna”
        Member number:                  3
        Management IP address:          192.192.192.192
        Command switch mac address:     0000.0c07.ac14
        Heartbeat interval:             8
        Heartbeat hold-time:            80 

次の例では、 スタ ンバイ ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チと して設定さ れたク ラスタ  メ ンバ ス イッ
チ上で show cluster コマン ドを入力した場合の出力を示しま す。

Switch# show cluster
Member switch for cluster “hapuna”
        Member number:                  3 (Standby command switch)
        Management IP address:          192.192.192.192
        Command switch mac address:     0000.0c07.ac14
        Heartbeat interval:             8
        Heartbeat hold-time:            80 

次の例では、 メ ンバ 1 と の接続が切断さ れたク ラスタ  コマン ド  ス イッ チ上で show cluster コマ
ン ドを入力した場合の出力を示しま す。

Switch# show cluster
Command switch for cluster “Ajang”
        Total number of members:        7
        Status:                         1 members are unreachable
        Time since last status change:  0 days, 0 hours, 5 minutes
        Redundancy:                     Disabled
        Heartbeat interval:             8
        Heartbeat hold-time:            80
        Extended discovery hop count:   3 

次の例では、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チと の接続が切断さ れたク ラスタ  メ ンバ ス イッ チ上で 
show cluster コマン ドを入力した場合の出力を示しま す。

Switch# show cluster
Member switch for cluster “hapuna”
        Member number:                  <UNKNOWN>
        Management IP address:          192.192.192.192
        Command switch mac address:     0000.0c07.ac14
        Heartbeat interval:             8
        Heartbeat hold-time:            80 

関連コマンド コマンド 説明

cluster enable コマン ド対応ス イッ チをク ラスタ  コマン ド  ス イッ チと して イ
ネーブルにし、 ク ラスタ名、 およびオプショ ンと してメ ンバ番
号を割り 当てま す。

show cluster candidates 候補ス イッ チのリ スト を表示しま す。

show cluster members ク ラスタ  メ ンバに関する情報を表示しま す。
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show cluster candidates
候補ス イッ チのリ スト を表示するには、 show cluster candidates EXEC コマン ドを使用しま す。

show cluster candidates [detail | mac-address H.H.H.] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドが利用でき るのは、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チ スタッ クまたはク ラスタ  コマン
ド  ス イッ チに限ら れま す。

（注） スタッ ク構成をサポート して いるのは、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス
イッ チだけです。

ス イッ チがク ラスタ  コマン ド  ス イッ チでない場合は、 プロ ンプト に空行が表示さ れま す。

出力内の  SN は、 ス イッ チ メ ンバ番号を意味しま す。 SN 列の値に E が表示さ れた場合、 ス
イッ チは拡張検出によって検出さ れて いま す。 SN 列の値が E でない場合、 ス イッ チ メ ンバ番
号のス イッ チは、 候補ス イッ チのアッ プスト リ ー ム側ネイバーです。 ホッ プ カ ウント は、 ク ラ
スタ  コマン ド  ス イッ チから候補ス イッ チまでのデバイス数です。

例 次の例では、 show cluster candidates コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show cluster candidates
                                                             |---Upstream---|
MAC Address    Name         Device Type      PortIf  FEC Hops SN PortIf  FEC
00d0.7961.c4c0 StLouis-2    WS-C2960-12T     Gi0/1      2   1  Fa0/11 
00d0.bbf5.e900 ldf-dist-128 WS-C3524-XL      Fa0/7        1   0  Fa0/24      
00e0.1e7e.be80 1900_Switch  1900             3        0   1   0  Fa0/11      
00e0.1e9f.7a00 Surfers-24   WS-C2924-XL      Fa0/5        1   0  Fa0/3       
00e0.1e9f.8c00 Surfers-12-2 WS-C2912-XL      Fa0/4        1   0  Fa0/7       
00e0.1e9f.8c40 Surfers-12-1 WS-C2912-XL      Fa0/1        1   0  Fa0/9       

次の例では、ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チに直接接続さ れた、ク ラスタ  メ ンバ ス イッ チの  MAC 
アドレスを使用した場合の  show cluster candidates コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show cluster candidates mac-address 00d0.7961.c4c0
Device 'Tahiti-12' with mac address number 00d0.7961.c4c0
        Device type:            cisco WS-C2960-12T
        Upstream MAC address:   00d0.796d.2f00 (Cluster Member 0)
        Local port:             Gi6/0/1   FEC number:

detail （任意） すべての候補に関する詳細を表示しま す。

mac-address H.H.H. （任意） ク ラスタ候補の  MAC アドレスです。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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show cluster candidates
        Upstream port:          GI6/0/11  FEC Number:
Hops from cluster edge: 1
        Hops from command device: 1

次の例では、 ク ラスタ  エッ ジからのホッ プ カ ウント が 3 である、 ク ラスタ  メ ンバ ス イッ チの  
MAC アドレスを使用した場合の  show cluster candidates コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show cluster candidates mac-address 0010.7bb6.1cc0
Device 'Ventura' with mac address number 0010.7bb6.1cc0
        Device type:            cisco WS-C2912MF-XL
        Upstream MAC address:   0010.7bb6.1cd4
        Local port:             Fa2/1   FEC number: 
        Upstream port:          Fa0/24  FEC Number: 
        Hops from cluster edge: 3
        Hops from command device: -

次の例では、 show cluster candidates detail コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show cluster candidates detail
Device 'Tahiti-12' with mac address number 00d0.7961.c4c0
        Device type:            cisco WS-C3512-XL
        Upstream MAC address:   00d0.796d.2f00 (Cluster Member 1)
        Local port:             Fa0/3   FEC number: 
        Upstream port:          Fa0/13  FEC Number: 
        Hops from cluster edge: 1
        Hops from command device: 2
Device '1900_Switch' with mac address number 00e0.1e7e.be80
        Device type:            cisco 1900
        Upstream MAC address:   00d0.796d.2f00 (Cluster Member 2)
        Local port:             3       FEC number: 0
        Upstream port:          Fa0/11  FEC Number: 
        Hops from cluster edge: 1
        Hops from command device: 2
Device 'Surfers-24' with mac address number 00e0.1e9f.7a00
        Device type:            cisco WS-C2924-XL
        Upstream MAC address:   00d0.796d.2f00 (Cluster Member 3)
        Local port:             Fa0/5   FEC number: 
        Upstream port:          Fa0/3   FEC Number: 
        Hops from cluster edge: 1
        Hops from command device: 2

関連コマンド コマンド 説明

show cluster ス イッ チが属するク ラスタのステータス およびサマリ ーを表示
しま す。

show cluster members ク ラスタ  メ ンバに関する情報を表示しま す。
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show cluster members
show cluster members 
ク ラスタ  メ ンバの情報を表示するには、 show cluster members 特権 EXEC コマン ドを使用し
ま す。

show cluster members [n | detail] 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドが利用でき るのは、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チ スタッ クまたはク ラスタ  コマン
ド  ス イッ チに限ら れま す。

（注） スタッ ク構成をサポート して いるのは、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス
イッ チだけです。

ク ラスタ内にメ ンバがない場合は、 プロ ンプト に空行が表示さ れま す。

例 次の例では、 show cluster members コマン ドの出力を示しま す。 出力内の  SN は、 ス イッ チ番
号を意味しま す。

Switch# show cluster members
                                                |---Upstream---|
SN MAC Address    Name         PortIf FEC Hops   SN PortIf  FEC  State
0  0002.4b29.2e00 StLouis1                 0                    Up   (Cmdr)
1  0030.946c.d740 tal-switch-1 Fa0/13      1     0  Gi0/1       Up
2  0002.b922.7180 nms-2820     10      0   2     1  Fa0/18      Up
3  0002.4b29.4400 SanJuan2     Gi0/1       2     1  Fa0/11      Up
4  0002.4b28.c480 GenieTest    Gi0/2       2     1  Fa0/9       Up

次の例では、 ク ラスタ  メ ンバ 3 に対する show cluster members の出力を示しま す。

Switch# show cluster members 3
Device 'SanJuan2' with member number 3
        Device type:            cisco WS-C2960
        MAC address:            0002.4b29.4400
        Upstream MAC address:   0030.946c.d740 (Cluster member 1)
        Local port:             Gi6/0/1   FEC number:
        Upstream port:          GI6/0/11  FEC Number:
        Hops from command device: 2    

n （任意） ク ラスタ  メ ンバを識別する番号。 範囲は 0 ～ 15 です。

detail （任意） すべてのク ラスタ  メ ンバに関する詳細を表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
2-478
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リ フ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
show cluster members
次の例では、 show cluster members detail コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show cluster members detail
Device 'StLouis1' with member number 0 (Command Switch)
        Device type:            cisco WS-C2960
        MAC address:            0002.4b29.2e00
        Upstream MAC address:
        Local port:                     FEC number:
        Upstream port:                  FEC Number:
        Hops from command device: 0                 
Device 'tal-switch-14' with member number 1
        Device type:            cisco WS-C3548-XL
        MAC address:            0030.946c.d740
        Upstream MAC address:   0002.4b29.2e00 (Cluster member 0)
        Local port:             Fa0/13  FEC number:
        Upstream port:          Gi0/1   FEC Number:
        Hops from command device: 1                   
Device 'nms-2820' with member number 2
        Device type:            cisco 2820
        MAC address:            0002.b922.7180
        Upstream MAC address:   0030.946c.d740 (Cluster member 1)
        Local port:             10      FEC number: 0
        Upstream port:          Fa0/18  FEC Number:
        Hops from command device: 2                        
Device 'SanJuan2' with member number 3
        Device type:            cisco WS-C2960
        MAC address:            0002.4b29.4400
        Upstream MAC address:   0030.946c.d740 (Cluster member 1)
        Local port:             Gi6/0/1   FEC number:
        Upstream port:          Fa6/0/11  FEC Number:
        Hops from command device: 2
Device 'GenieTest' with member number 4
        Device type:            cisco SeaHorse
        MAC address:            0002.4b28.c480
        Upstream MAC address:   0030.946c.d740 (Cluster member 1)
        Local port:             Gi0/2   FEC number:
        Upstream port:          Fa0/9   FEC Number:
        Hops from command device: 2
Device 'Palpatine' with member number 5
        Device type:            cisco WS-C2924M-XL
        MAC address:            00b0.6404.f8c0
        Upstream MAC address:   0002.4b29.2e00 (Cluster member 0)
        Local port:             Gi2/1   FEC number:
        Upstream port:          Gi0/7   FEC Number:
        Hops from command device: 1                            

関連コマンド コマンド 説明

show cluster ス イッ チが属するク ラスタのステータス およびサマリ ーを表示
しま す。

show cluster candidates 候補ス イッ チのリ スト を表示しま す。
2-479
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
show controllers cpu-interface
show controllers cpu-interface
CPU ネッ ト ワーク  インターフェ イス  ASIC のステート を表示し、 CPU に達するパケッ ト に関
する統計情報を送受信するには、 show controllers cpu-interface 特権 EXEC コマン ドを使用し
ま す。

show controllers cpu-interface 

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  モード 特権 EXEC 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドを使用するこ と で、 シスコのテクニカ ル サポート 担当がス イッ チのト ラブル
シューティ ングを行 うのに役立つ情報が表示さ れま す。

例 次の例では、 show controllers cpu-interface コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show controllers cpu-interface
cpu-queue-frames  retrieved  dropped    invalid    hol-block
----------------- ---------- ---------- ---------- ----------
rpc               4523063    0          0          0
stp               1545035    0          0          0
ipc               1903047    0          0          0
routing protocol  96145      0          0          0
L2 protocol       79596      0          0          0
remote console    0          0          0          0
sw forwarding     5756       0          0          0
host              225646     0          0          0
broadcast         46472      0          0          0
cbt-to-spt        0          0          0          0
igmp snooping     68411      0          0          0
icmp              0          0          0          0
logging           0          0          0          0
rpf-fail          0          0          0          0
queue14           0          0          0          0
cpu heartbeat     1710501    0          0          0

Supervisor ASIC receive-queue parameters
----------------------------------------
 queue 0 maxrecevsize 5EE pakhead 1419A20 paktail 13EAED4
 queue 1 maxrecevsize 5EE pakhead 15828E0 paktail 157FBFC
 queue 2 maxrecevsize 5EE pakhead 1470D40 paktail 1470FE4
 queue 3 maxrecevsize 5EE pakhead 19CDDD0 paktail 19D02C8

<output truncated>

Supervisor ASIC Mic Registers
------------------------------

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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show controllers cpu-interface
MicDirectPollInfo               80000800
MicIndicationsReceived          00000000
MicInterruptsReceived           00000000
MicPcsInfo                      0001001F
MicPlbMasterConfiguration       00000000
MicRxFifosAvailable             00000000
MicRxFifosReady                 0000BFFF
MicTimeOutPeriod:       FrameTOPeriod: 00000EA6 DirectTOPeriod: 00004000

<output truncated>

MicTransmitFifoInfo:
Fifo0:   StartPtrs:     038C2800        ReadPtr:        038C2C38
        WritePtrs:      038C2C38        Fifo_Flag:      8A800800
        Weights:        001E001E
Fifo1:  StartPtr:       03A9BC00        ReadPtr:        03A9BC60
        WritePtrs:      03A9BC60        Fifo_Flag:      89800400
        writeHeaderPtr: 03A9BC60
Fifo2:  StartPtr:       038C8800        ReadPtr:        038C88E0
        WritePtrs:      038C88E0        Fifo_Flag:      88800200
        writeHeaderPtr: 038C88E0
Fifo3:  StartPtr:       03C30400        ReadPtr:        03C30638
        WritePtrs:      03C30638        Fifo_Flag:      89800400
        writeHeaderPtr: 03C30638
Fifo4:  StartPtr:       03AD5000        ReadPtr:        03AD50A0
        WritePtrs:      03AD50A0        Fifo_Flag:      89800400
        writeHeaderPtr: 03AD50A0
Fifo5:  StartPtr:       03A7A600        ReadPtr:        03A7A600
        WritePtrs:      03A7A600        Fifo_Flag:      88800200
        writeHeaderPtr: 03A7A600
Fifo6:  StartPtr:       03BF8400        ReadPtr:        03BF87F0
        WritePtrs:      03BF87F0        Fifo_Flag:      89800400 

<output truncated>

関連コマンド コマンド 説明

show controllers 
ethernet-controller

ハード ウェアまたはインターフェ イスの内部レジスタから読み込ま れ
る、 各インターフェ イスの送受信の統計情報を表示しま す。

show interfaces すべての インターフェ イスまたは指定さ れた インターフェ イスの管理
ステータス および動作ステータスを表示しま す。
2-481
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
show controllers ethernet-controller
show controllers ethernet-controller 
ハード ウェアから読み込んだ送受信に関するインターフェ イス単位の統計情報をキーワードな
しで表示するには、 show controllers ethernet-controller 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。
phy キーワードを指定して使用すると 、 インターフェ イス内部レジスタが表示さ れ、 port-asic 
キーワードを指定すると 、 ポート  ASIC に関する情報が表示さ れま す。

show controllers ethernet-controller [interface-id] [phy [detail]] [port-asic {configuration | 
statistics}] [fastethernet 0] 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC （ユーザ EXEC モードの  interface-id キーワードを指定した場合だけサポート ）

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン すべてのインターフェ イスまたは指定さ れた インターフェ イスの基本的な RMON 統計情報を
含むト ラフィ ッ ク統計情報をキーワードなしで表示しま す。

phy または port-asic キーワードを入力した場合は、主にシスコのテクニカ ル サポート 担当によ
るス イッ チのト ラブルシューティ ングに役立つ情報が表示さ れま す。

例 次の例では、 あるインターフェ イスに対する show controllers ethernet-controller phy コマン ド
の出力を示しま す。 表 2-31 には [Transmit] フィ ールドがリ スト さ れ、 表 2-32 には [Receive] 
フィ ールドがリ スト さ れて いま す。

Switch# show controllers ethernet-controller gigabitethernet6/0/1
Transmit GigabitEthernet6/0/1       Receive
         0 Bytes                             0 Bytes
         0 Unicast frames                    0 Unicast frames
         0 Multicast frames                  0 Multicast frames
         0 Broadcast frames                  0 Broadcast frames
         0 Too old frames                    0 Unicast bytes
         0 Deferred frames                   0 Multicast bytes
         0 MTU exceeded frames               0 Broadcast bytes

interface-id 物理インターフェ イス （タ イプ、 スタッ ク  メ ンバ、 モジュール、 ポート 番
号を含む）

phy （任意） デバイス、 またはインターフェ イスのス イッ チの物理層 （PHY）
デバイスの内部レジスタ  ステータスを表示しま す。 インターフェ イスの  
Automatic Medium-Dependent Interface Crossover （Auto-MDIX） 機能の動作
ステート を表示に含めま す。

detail （任意） PHY 内部レジスタの詳細情報を表示しま す。

port-asic （任意） ポート の ASIC 内部レジスタの情報を表示しま す。

configuration ポート の ASIC 内部レジスタの設定を表示しま す。

statistics ポート の ASIC 統計情報 （Rx/Sup キューおよびその他の統計情報を含む）
を表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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show controllers ethernet-controller
         0 1 collision frames                0 Alignment errors
         0 2 collision frames                0 FCS errors
         0 3 collision frames                0 Oversize frames
         0 4 collision frames                0 Undersize frames
         0 5 collision frames                0 Collision fragments
         0 6 collision frames
         0 7 collision frames                0 Minimum size frames
         0 8 collision frames                0 65 to 127 byte frames
         0 9 collision frames                0 128 to 255 byte frames
         0 10 collision frames               0 256 to 511 byte frames
         0 11 collision frames               0 512 to 1023 byte frames
         0 12 collision frames               0 1024 to 1518 byte frames
         0 13 collision frames               0 Overrun frames
         0 14 collision frames               0 Pause frames
         0 15 collision frames               0 Symbol error frames
         0 Excessive collisions
         0 Late collisions                   0 Invalid frames, too large
         0 VLAN discard frames               0 Valid frames, too large
         0 Excess defer frames               0 Invalid frames, too small
         0 64 byte frames                    0 Valid frames, too small
         0 127 byte frames
         0 255 byte frames                   0 Too old frames
         0 511 byte frames                   0 Valid oversize frames
         0 1023 byte frames                  0 System FCS error frames
         0 1518 byte frames                  0 RxPortFifoFull drop frame
         0 Too large frames
         0 Good (1 coll) frames

表 2-31 [Transmit] フィ ールドの説明

フィ ールド 説明

Bytes インターフェ イス上で送信さ れたバイト の総数。

Unicast Frames ユニキャ スト  アドレスに送信さ れたフレー ムの総数。

Multicast frames マ ルチキャ スト  アドレスに送信さ れたフレー ムの総数。

Broadcast frames ブロードキャ スト  アドレスに送信さ れたフレー ムの総数。

Too old frames パケッ ト が有効期限切れのため出力ポート で ドロッ プさ れたフレー ムの数。

Deferred frames 時間が 2* 大パケッ ト 時間を超えた後で送信さ れなかったフレー ムの数。

MTU exceeded frames 大許可フレー ム サイズを超えたフレー ムの数。

1 collision frames 1 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。

2 collision frames 2 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。

3 collision frames 3 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。

4 collision frames 4 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。

5 collision frames 5 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。

6 collision frames 6 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。

7 collision frames 7 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。

8 collision frames 8 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。

9 collision frames 9 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。

10 collision frames 10 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。

11 collision frames 11 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。
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show controllers ethernet-controller
12 collision frames 12 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。

13 collision frames 13 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。

14 collision frames 14 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。

15 collision frames 15 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。

Excessive collisions 16 回の衝突後、 インターフェ イス上で送信でき なかったフレー ムの数。

Late collisions フレー ムが送信さ れた後で、 フレー ムの送信時に検出さ れたレ イト  コ リ ジョ ンのためにド
ロッ プさ れたフレー ムの数。

VLAN discard frames CFI1 ビッ ト が設定さ れたこ と により インターフェ イス上でドロッ プさ れたフレー ムの数。

Excess defer frames 時間が 大パケッ ト 時間を超えた後で送信さ れなかったフレー ムの数。

64 byte frames インターフェ イス上で送信さ れた  64 バイト のフレー ムの総数。

127 byte frames インターフェ イス上で送信さ れた  65 ～ 127 バイト のフレー ムの総数。

255 byte frames インターフェ イス上で送信さ れた  128 ～ 255 バイト のフレー ムの総数。

511 byte frames インターフェ イス上で送信さ れた  256 ～ 511 バイト のフレー ムの総数。

1023 byte frames インターフェ イス上で送信さ れた  512 ～ 1023 バイト のフレー ムの総数。

1518 byte frames インターフェ イス上で送信さ れた  1024 ～ 1518 バイト のフレー ムの総数。

Too large frames インターフェ イス上で送信さ れた 大許可フレー ム サイズを超えたフレー ムの数。

Good (1 coll) frames 1 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。 こ の値には 1 回の
衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れなかったフレー ムの数は含ま れません。

1. CFI = Canonical Format Indicator （フォーマッ ト 形式表示）

表 2-32 [Receive] フィ ールドの説明

フィ ールド 説明

Bytes インターフェ イス上で受信さ れたフレー ムによって使用さ れたメ モリ （バイト ） の総
量。 FCS 値および正常形式でないフレー ムも含ま れま す。 こ の値には、 フレー ム ヘッ
ダー ビッ ト が含ま れません。

Unicast frames インターフェ イス上で正常に受信さ れたユニキャ スト  アドレスに向けら れたフレー ムの
総数。

Multicast frames インターフェ イス上で正常に受信さ れたマ ルチキャ スト  アドレスに向けら れたフレー ム
の総数。

Broadcast frames インターフェ イス上で正常に受信さ れたブロードキャ スト  アドレスに向けら れたフレー
ムの総数。

Unicast bytes インターフェ イス上で受信さ れたユニキャ スト  フレー ムによって使用さ れたメ モリ （バ
イト ） の総量。 FCS 値および正常形式でないフレー ムも含ま れま す。 こ の値には、 フ
レー ム ヘッ ダー ビッ ト が含ま れません。

Multicast bytes インターフェ イス上で受信さ れたマ ルチキャ スト  フレー ムによって使用さ れたメ モリ
（バイト ） の総量。 FCS 値および正常形式でないフレー ムも含ま れま す。 こ の値には、
フレー ム ヘッ ダー ビッ ト が含ま れません。

表 2-31 [Transmit] フィ ールドの説明 （続き）

フィ ールド 説明
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show controllers ethernet-controller
Broadcast bytes インターフェ イス上で受信さ れたブロードキャ スト  フレー ムによって使用さ れたメ モリ
（バイト ） の総量。 FCS 値および正常形式でないフレー ムも含ま れま す。 こ の値には、
フレー ム ヘッ ダー ビッ ト が含ま れません。

Alignment errors インターフェ イス上で受信さ れたアラ イメ ント  エラーを持つフレー ムの総数。

FCS errors インターフェ イス上で受信さ れた有効な長さ （バイト ） を持ち、 正常な FCS 値を持たな
いフレー ムの総数。

Oversize frames インターフェ イス上で受信さ れた 大許可フレー ム サイズを超えたフレー ムの数。

Undersize frames インターフェ イス上で受信さ れた  64 バイト 未満のフレー ムの数。

Collision fragments インターフェ イス上で受信さ れたコ リ ジョ ン フ ラグメ ント の数。

Minimum size frames 小フレー ム サイズのフレー ムの総数。

65 to 127 byte frames 65 ～ 127 バイト のフレー ムの総数。

128 to 255 byte frames 128 ～ 255 バイト のフレー ムの総数。

256 to 511 byte frames 256 ～ 511 バイト のフレー ムの総数。

512 to 1023 byte frames 512 ～ 1023 バイト のフレー ムの総数。

1024 to 1518 byte frames 1024 ～ 1518 バイト のフレー ムの総数。

Overrun frames インターフェ イス上で受信さ れたオーバーラン フレー ムの総数。

Pause frames インターフェ イス上で受信さ れたポーズ フレー ムの数。

Symbol error frames インターフェ イス上で受信さ れたシンボル エラーを持つフレー ムの数。

Invalid frames, too large 大許可 MTU サイズ （FCS ビッ ト を含み、 フレー ム ヘッ ダーを含ま ない） を超え、
FCS エラーまたはアラ イメ ント  エラーのいずれかを持つ、 受信済みフレー ムの数。

Valid frames, too large インターフェ イス上で受信さ れた 大許可フレー ム サイズを超えたフレー ムの数。

Invalid frames, too small 64 バイト （FCS ビッ ト を含み、 フレー ム ヘッ ダーを含ま ない） 未満で、 FCS エラーま
たはアラ イメ ント  エラーのいずれかを持つ、 受信済みフレー ムの数。

Valid frames, too small 64 バイト （または VLAN タ グ付き フレー ムでは 68 バイト ） 未満で、 有効な FCS 値を持
つインターフェ イスで受信さ れたフレー ムの数。 フレー ム サイズには、 FCS ビッ ト が含
ま れ、 フレー ム ヘッ ダー ビッ ト は含ま れません。

Too old frames パケッ ト が有効期限切れのため入力ポート で ドロッ プさ れたフレー ムの数。

Valid oversize frames インターフェ イス上で受信さ れた 大許可フレー ム サイズを超え、 有効な FCS 値を持
つフレー ムの数。 フレー ム サイズには、 FCS 値が含ま れ、 VLAN タ グは含ま れません。

System FCS error frames インターフェ イス上で受信さ れた有効な長さ （バイト ） を持ち、 正常な FCS 値を持たな
いフレー ムの総数。

RxPortFifoFull drop 
frames

入力キューが満杯であるため ドロッ プさ れた、 インターフェ イス上で受信さ れたフレー
ムの総数。

表 2-32 [Receive] フィ ールドの説明 （続き）

フィ ールド 説明
2-485
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
show controllers ethernet-controller
次の例では、 特定のインターフェ イスに対する show controllers ethernet-controller phy コマン
ドの出力を示しま す。

Switch# show controllers ethernet-controller gigabitethernet1/0/2 phy
GigabitEthernet1/0/2 (gpn: 2, port-number: 2)
-----------------------------------------------------------
============================================================
Port    Conf-Media   Active-Media Attached                  
------- ------------ ------------ --------------------------
Gi1/0/1   auto-select  none         0 -Not Present
Gi1/0/2   auto-select  none         0 -Not Present
============================================================
その他の情報
-------------------------------------------------------
Port asic num         : 0
Port asic port num    : 1
XCVR init completed   : 0
Embedded PHY          : not present
SFP presence index    : 0
SFP iter cnt          : 2564163d
SFP failed oper flag  : 0x00000000
IIC error cnt         : 0
IIC error dsb cnt     : 0
IIC max sts cnt       : 0
Chk for link status   : 1
Link Status           : 0
<output truncated>

次の例では、 show controllers ethernet-controller port-asic configuration コマン ドの出力を示し
ま す。

Switch# show controllers ethernet-controller port-asic configuration
========================================================================
Switch 1, PortASIC 0 Registers
------------------------------------------------------------------------
DeviceType                         : 000101BC
Reset                              : 00000000
PmadMicConfig                      : 00000001
PmadMicDiag                        : 00000003
SupervisorReceiveFifoSramInfo      : 000007D0 000007D0 40000000
SupervisorTransmitFifoSramInfo     : 000001D0 000001D0 40000000
GlobalStatus                       : 00000800
IndicationStatus                   : 00000000
IndicationStatusMask               : FFFFFFFF
InterruptStatus                    : 00000000
InterruptStatusMask                : 01FFE800
SupervisorDiag                     : 00000000
SupervisorFrameSizeLimit           : 000007C8
SupervisorBroadcast                : 000A0F01
GeneralIO                          : 000003F9 00000000 00000004
StackPcsInfo                       : FFFF1000 860329BD 5555FFFF FFFFFFFF
                                     FF0FFF00 86020000 5555FFFF 00000000
StackRacInfo                       : 73001630 00000003 7F001644 00000003
                                     24140003 FD632B00 18E418E0 FFFFFFFF
StackControlStatus                 : 18E418E0
stackControlStatusMask             : FFFFFFFF
TransmitBufferFreeListInfo         : 00000854 00000800 00000FF8 00000000
                                     0000088A 0000085D 00000FF8 00000000
TransmitRingFifoInfo               : 00000016 00000016 40000000 00000000
                                     0000000C 0000000C 40000000 00000000
TransmitBufferInfo                 : 00012000 00000FFF 00000000 00000030
TransmitBufferCommonCount          : 00000F7A
TransmitBufferCommonCountPeak      : 0000001E
TransmitBufferCommonCommonEmpty    : 000000FF
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NetworkActivity                    : 00000000 00000000 00000000 02400000
DroppedStatistics                  : 00000000
FrameLengthDeltaSelect             : 00000001
SneakPortFifoInfo                  : 00000000
MacInfo                            : 0EC0801C 00000001 0EC0801B 00000001
                                     00C0001D 00000001 00C0001E 00000001

<output truncated>

次の例では、 show controllers ethernet-controller port-asic statistics コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show controllers ethernet-controller port-asic statistics
===========================================================================
 Switch 1, PortASIC 0 Statistics
---------------------------------------------------------------------------
         0 RxQ-0, wt-0 enqueue frames            0 RxQ-0, wt-0 drop frames
   4118966 RxQ-0, wt-1 enqueue frames            0 RxQ-0, wt-1 drop frames
         0 RxQ-0, wt-2 enqueue frames            0 RxQ-0, wt-2 drop frames

         0 RxQ-1, wt-0 enqueue frames            0 RxQ-1, wt-0 drop frames
       296 RxQ-1, wt-1 enqueue frames            0 RxQ-1, wt-1 drop frames
   2836036 RxQ-1, wt-2 enqueue frames            0 RxQ-1, wt-2 drop frames

         0 RxQ-2, wt-0 enqueue frames            0 RxQ-2, wt-0 drop frames
         0 RxQ-2, wt-1 enqueue frames            0 RxQ-2, wt-1 drop frames
    158377 RxQ-2, wt-2 enqueue frames            0 RxQ-2, wt-2 drop frames

         0 RxQ-3, wt-0 enqueue frames            0 RxQ-3, wt-0 drop frames
         0 RxQ-3, wt-1 enqueue frames            0 RxQ-3, wt-1 drop frames
         0 RxQ-3, wt-2 enqueue frames            0 RxQ-3, wt-2 drop frames

        15 TxBufferFull Drop Count               0 Rx Fcs Error Frames
         0 TxBufferFrameDesc BadCrc16            0 Rx Invalid Oversize Frames
         0 TxBuffer Bandwidth Drop Cou           0 Rx Invalid Too Large Frames
         0 TxQueue Bandwidth Drop Coun           0 Rx Invalid Too Large Frames
         0 TxQueue Missed Drop Statist           0 Rx Invalid Too Small Frames
        74 RxBuffer Drop DestIndex Cou           0 Rx Too Old Frames
         0 SneakQueue Drop Count                 0 Tx Too Old Frames
         0 Learning Queue Overflow Fra           0 System Fcs Error Frames
         0 Learning Cam Skip Count

        15 Sup Queue 0 Drop Frames               0 Sup Queue 8 Drop Frames
         0 Sup Queue 1 Drop Frames               0 Sup Queue 9 Drop Frames
         0 Sup Queue 2 Drop Frames               0 Sup Queue 10 Drop Frames
         0 Sup Queue 3 Drop Frames               0 Sup Queue 11 Drop Frames
         0 Sup Queue 4 Drop Frames               0 Sup Queue 12 Drop Frames
         0 Sup Queue 5 Drop Frames               0 Sup Queue 13 Drop Frames
         0 Sup Queue 6 Drop Frames               0 Sup Queue 14 Drop Frames
         0 Sup Queue 7 Drop Frames               0 Sup Queue 15 Drop Frames
===========================================================================
 Switch 1, PortASIC 1 Statistics
---------------------------------------------------------------------------
         0 RxQ-0, wt-0 enqueue frames            0 RxQ-0, wt-0 drop frames
        52 RxQ-0, wt-1 enqueue frames            0 RxQ-0, wt-1 drop frames
         0 RxQ-0, wt-2 enqueue frames            0 RxQ-0, wt-2 drop frames

<output truncated>
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show controllers ethernet-controller
関連コマンド コマンド 説明

show controllers 
cpu-interface

CPU ネッ ト ワーク  ASIC の状態、 および CPU に届く パケッ ト の送
受信の統計情報を表示しま す。

show controllers tcam システ ム内のすべての  Ternary Content Addressable Memory
（TCAM） と  CAM コ ント ローラである TCAM インターフェ イス  
ASIC のレジスタ  ステート を表示しま す。
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show controllers ethernet-controller stack port
スタッ ク  ポート  カ ウンタ （またはハード ウェアから読み込んだ送受信に関するインターフェ
イス単位およびスタッ ク  ポート 単位の統計情報） を表示するには、 show controllers 
ethernet-controller stack port 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show controllers ethernet-controller stackport [stack-port-number]

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 指定さ れた インターフェ イス上の両方のスタッ ク  ポート のスタッ ク  ポート 情報を表示するに
は、 スタッ ク  ポート 番号を指定せずに show controllers ethernet-controller stackport 特権 
EXEC コマン ドを入力しま す。 このコマン ドを使用して、 スタッ ク  ポート 上で送信さ れたさま
ざま なパケッ ト  タ イプのカ ウンタを表示しま す。 スタッ ク  ポート  カ ウンタ およびイーサネッ
ト  カ ウンタをク リ アするには、 clear controllers ethernet-controllers 特権 EXEC コマン ドを入
力しま す。

（注） こ のコマン ドは、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チのみでサポート
さ れて いま す。

例 次の例では、 スタッ ク  ポート  1 に対する show controllers ethernet-controller stackport コマン
ドの出力を示しま す。 表 2-31 には [Transmit FastEthernet0] フィ ールドがリ スト さ れ、 表 2-32 
には [Receive] フィ ールドがリ スト さ れて いま す。

switch# show controllers ethernet-controller stack port 1

Transmit StackPort1                      Receive
  13226803644 Bytes                      10704476071 Bytes                    
     27647287 Unicast frames                20878836 Unicast frames           
     12728665 Multicast frames              10258136 Multicast frames         
            0 Broadcast frames                     0 Broadcast frames         
            0 Too old frames              6287969588 Unicast bytes            
            0 Deferred frames             3233301547 Multicast bytes          
            0 MTU exceeded frames                  0 Broadcast bytes          
            0 1 collision frames                   0 Alignment errors         
            0 2 collision frames                   0 FCS errors               
            0 3 collision frames                   0 Oversize frames          
            0 4 collision frames                   0 Undersize frames         
            0 5 collision frames                   0 Collision fragments      
            0 6 collision frames       

stack-port-number インターフェ イスのスタッ ク  ポート 番号です。 範囲は 1 ～ 2 です。 スタッ
ク  ポート 番号を指定し ないと 、 両方のスタッ ク  ポート の情報が表示さ れ
ま す。

リ リース 変更内容

12.2(53)SE1 このコマン ドが追加さ れま した。 
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            0 7 collision frames                   0 Minimum size frames      
            0 8 collision frames            22103015 65 to 127 byte frames    
            0 9 collision frames                 685 128 to 255 byte frames   
            0 10 collision frames               5778 256 to 511 byte frames   
            0 11 collision frames            5703871 512 to 1023 byte frames  
            0 12 collision frames            3323623 1024 to 1518 byte frames 
            0 13 collision frames                  0 Overrun frames           
            0 14 collision frames                  0 Pause frames             
            0 15 collision frames      
            0 Excessive collisions                 0 Symbol error frames      
            0 Late collisions                      0 Invalid frames, too large
            0 VLAN discard frames                  0 Valid frames, too large  
            0 Excess defer frames                  0 Invalid frames, too small
            0 64 byte frames                       0 Valid frames, too small  
     30164543 127 byte frames          
         4302 255 byte frames                      0 Too old frames           
         5814 511 byte frames                      0 Valid oversize frames    
      5790695 1023 byte frames                     0 System FCS error frames  
      4410598 1518 byte frames                     0 RxPortFifoFull drop frame
            0 Too large frames         
            0 Good (1 coll) frames     
            0 Good (>1 coll) frames 

表 2-33 Transmit FastEthernet および Stack Port のフィ ールドの説明

フィ ールド 説明

Bytes インターフェ イス上で送信さ れたバイト の総数。

Unicast Frames ユニキャ スト  アドレスに送信さ れたフレー ムの総数。

Multicast frames マ ルチキャ スト  アドレスに送信さ れたフレー ムの総数。

Broadcast frames ブロードキャ スト  アドレスに送信さ れたフレー ムの総数。

Too old frames パケッ ト が有効期限切れのため出力ポート で ドロッ プさ れたフレー ムの数。

Deferred frames 時間が 2* 大パケッ ト 時間を超えた後で送信さ れなかったフレー ムの数。

MTU exceeded frames 大許可フレー ム サイズを超えたフレー ムの数。

1 collision frames 1 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。

2 collision frames 2 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。

3 collision frames 3 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。

4 collision frames 4 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。

5 collision frames 5 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。

6 collision frames 6 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。

7 collision frames 7 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。

8 collision frames 8 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。

9 collision frames 9 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。

10 collision frames 10 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。

11 collision frames 11 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。

12 collision frames 12 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。

13 collision frames 13 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。

14 collision frames 14 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。

15 collision frames 15 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。
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Excessive collisions 16 回の衝突後、 インターフェ イス上で送信でき なかったフレー ムの数。

Late collisions フレー ムが送信さ れた後で、 フレー ムの送信時に検出さ れたレ イト  コ リ ジョ ンのためにド
ロッ プさ れたフレー ムの数。

VLAN discard frames CFI ビッ ト が設定さ れたこ と により インターフェ イス上でドロッ プさ れたフレー ムの数。

Excess defer frames 時間が 大パケッ ト 時間を超えた後で送信さ れなかったフレー ムの数。

64 byte frames インターフェ イス上で送信さ れた  64 バイト のフレー ムの総数。

127 byte frames インターフェ イス上で送信さ れた  65 ～ 127 バイト のフレー ムの総数。

255 byte frames インターフェ イス上で送信さ れた  128 ～ 255 バイト のフレー ムの総数。

511 byte frames インターフェ イス上で送信さ れた  256 ～ 511 バイト のフレー ムの総数。

1023 byte frames インターフェ イス上で送信さ れた  512 ～ 1023 バイト のフレー ムの総数。

1518 byte frames インターフェ イス上で送信さ れた  1024 ～ 1518 バイト のフレー ムの総数。

Too large frames インターフェ イス上で送信さ れた 大許可フレー ム サイズを超えたフレー ムの数。

Good (1 coll) frames 1 回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。 こ の値には 1 回の
衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れなかったフレー ムの数は含ま れません。

Good (>1 coll) frames 2 回以上の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れたフレー ムの数。 こ の値には 1 
回の衝突後、 インターフェ イス上で正常に送信さ れなかったフレー ムの数は含ま れません。

表 2-34 Receive のフィ ールドの説明

フィ ールド 説明

Bytes インターフェ イス上で受信さ れたフレー ムによって使用さ れたメ モリ （バイト ） の総
量。 FCS 値および正常形式でないフレー ムも含ま れま す。 こ の値には、 フレー ム ヘッ
ダー ビッ ト が含ま れません。

Unicast frames インターフェ イス上で正常に受信さ れたユニキャ スト  アドレスに向けら れたフレー ムの
総数。

Multicast frames インターフェ イス上で正常に受信さ れたマ ルチキャ スト  アドレスに向けら れたフレー ム
の総数。

Broadcast frames インターフェ イス上で正常に受信さ れたブロードキャ スト  アドレスに向けら れたフレー
ムの総数。

Unicast bytes インターフェ イス上で受信さ れたユニキャ スト  フレー ムによって使用さ れたメ モリ （バ
イト ） の総量。 FCS 値および正常形式でないフレー ムも含ま れま す。 こ の値には、 フ
レー ム ヘッ ダー ビッ ト が含ま れません。

Multicast bytes インターフェ イス上で受信さ れたマ ルチキャ スト  フレー ムによって使用さ れたメ モリ
（バイト ） の総量。 FCS 値および正常形式でないフレー ムも含ま れま す。 こ の値には、
フレー ム ヘッ ダー ビッ ト が含ま れません。

Broadcast bytes インターフェ イス上で受信さ れたブロードキャ スト  フレー ムによって使用さ れたメ モリ
（バイト ） の総量。 FCS 値および正常形式でないフレー ムも含ま れま す。 こ の値には、
フレー ム ヘッ ダー ビッ ト が含ま れません。

Alignment errors インターフェ イス上で受信さ れたアラ イメ ント  エラーを持つフレー ムの総数。

FCS errors インターフェ イス上で受信さ れた有効な長さ （バイト ） を持ち、 正常な FCS 値を持たな
いフレー ムの総数。

表 2-33 Transmit FastEthernet および Stack Port のフィ ールドの説明 （続き）

フィ ールド 説明
2-491
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
show controllers ethernet-controller stack port
関連コマンド

Oversize frames インターフェ イス上で受信さ れた 大許可フレー ム サイズを超えたフレー ムの数。

Undersize frames インターフェ イス上で受信さ れた  64 バイト 未満のフレー ムの数。

Collision fragments インターフェ イス上で受信さ れたコ リ ジョ ン フ ラグメ ント の数。

Minimum size frames 小フレー ム サイズのフレー ムの総数。

65 to 127 byte frames 65 ～ 127 バイト のフレー ムの総数。

128 to 255 byte frames 128 ～ 255 バイト のフレー ムの総数。

256 to 511 byte frames 256 ～ 511 バイト のフレー ムの総数。

512 to 1023 byte frames 512 ～ 1023 バイト のフレー ムの総数。

1024 to 1518 byte frames 1024 ～ 1518 バイト のフレー ムの総数。

Overrun frames インターフェ イス上で受信さ れたオーバーラン フレー ムの総数。

Pause frames インターフェ イス上で受信さ れたポーズ フレー ムの数。

Symbol error frames インターフェ イス上で受信さ れたシンボル エラーを持つフレー ムの数。

Invalid frames, too large 大許可 MTU サイズ （FCS ビッ ト を含み、 フレー ム ヘッ ダーを含ま ない） を超え、
FCS エラーまたはアラ イメ ント  エラーのいずれかを持つ、 受信済みフレー ムの数。

Valid frames, too large インターフェ イス上で受信さ れた 大許可フレー ム サイズを超えたフレー ムの数。

Invalid frames, too small 64 バイト （FCS ビッ ト を含み、 フレー ム ヘッ ダーを含ま ない） 未満で、 FCS エラーま
たはアラ イメ ント  エラーのいずれかを持つ、 受信済みフレー ムの数。

Valid frames, too small 64 バイト （または VLAN タ グ付き フレー ムでは 68 バイト ） 未満で、 有効な FCS 値を持
つインターフェ イスで受信さ れたフレー ムの数。 フレー ム サイズには、 FCS ビッ ト が含
ま れ、 フレー ム ヘッ ダー ビッ ト は含ま れません。

Too old frames パケッ ト が有効期限切れのため入力ポート で ドロッ プさ れたフレー ムの数。

Valid oversize frames インターフェ イス上で受信さ れた 大許可フレー ム サイズを超え、 有効な FCS 値を持
つフレー ムの数。 フレー ム サイズには、 FCS 値が含ま れ、 VLAN タ グは含ま れません。

System FCS error frames インターフェ イス上で受信さ れた有効な長さ （バイト ） を持ち、 正常な FCS 値を持たな
いフレー ムの総数。

RxPortFifoFull drop 
frames

入力キューが満杯であるため ドロッ プさ れた、 インターフェ イス上で受信さ れたフレー
ムの総数。

表 2-34 Receive のフィ ールドの説明 （続き）

フィ ールド 説明

コマンド 説明

clear controllers 
ethernet-controllers

イーサネッ ト  コ ント ローラおよびスタッ ク  ポート  カ ウンタをク リ
アしま す。

show controllers 
ethernet-controller

ハード ウェアから読み込んだ送受信に関するインターフェ イス単位
の統計情報を表示しま す。
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show controllers power inline
指定した  Power over Ethernet （PoE） コ ント ローラのレジスタの値を表示するには、 show 
controllers power inline コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show controllers power inline [instance] [module switch-number] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン インスタ ンスの範囲は 0 ～ 1 です。 0 ～ 1 以外の  instance では、 ス イッ チは出力を提供しま
せん。

こ のコマン ドは、 すべてのス イッ チで表示さ れま すが、 PoE ス イッ チだけで有効です。 PoE を
サポート し ないス イッ チの情報は提供さ れません。

こ のコマン ドを使用すると 、 シスコのテクニカ ル サポート 担当がス イッ チのト ラブルシュー
ティ ングを行 うのに役立つ情報が表示さ れま す。

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

instance （任意） 電源コ ント ローラの インスタ ンス。 各インスタ ンスは 4 つのポー
ト に対応しま す。 詳細については、 「使用上のガイ ド ラ イン」 の項を参照
してく ださ い。 インスタ ンスを指定し ない場合は、 すべての インスタ ンス
が表示さ れま す。

module switch 
number

（任意） 指定さ れたスタッ ク  メ ンバのポート だけを表示しま す。 ス イッ チ
番号は 1 ～ 4 です。

（注） スタッ ク構成がサポート さ れて いるのは、 Catalyst 2960-S ス イッ チ
だけです。

リ リース 変更内容

12.2(44)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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例 次の例では、Catalyst 2960 または 2960-S ス イッ チ上での  show controllers power inline コマン ド
の出力を示しま す。

Switch# show controllers power inline
Alchemy instance 0, address 0
 Pending event flag    :N N N N N N N N N N N N
 Current State         :00 05 10 51 61 11
 Current Event         :00 01 00 10 40 00
 Timers                :00 C5 57 03 12 20 04 B2 05 06 07 07
 Error State           :00 00 00 00 10 00
 Error Code            :00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 Power Status          :N Y N N Y N N N N N N N
 Auto Config           :N Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y
 Disconnect            :N N N N N N N N N N N N
 Detection Status      :00 00 00 30 00 00
 Current Class         :00 00 00 30 00 00
 Tweetie debug         :00 00 00 00
 POE Commands pending at sub:
     Command 0 on each port :00 00 00 00 00 00
     Command 1 on each port :00 00 00 00 00 00
     Command 2 on each port :00 00 00 00 00 00
     Command 3 on each port :00 00 00 00 00 00

関連コマンド コマンド 説明

logging event 
power-inline-status

PoE イベント のロギングを イネーブルにしま す。

power inline 指定した  PoE ポート またはすべての  PoE ポート の電力管理モードを設
定しま す。

show power inline 指定した  PoE ポート またはすべての  PoE ポート の PoE ステータスを表
示しま す。
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show controllers tcam 
システ ムのすべての  Ternary Content Addressable Memory （TCAM）、 および CAM コ ント ローラ
であるすべての  TCAM インターフェ イス  ASIC のレジスタのステート を表示するには、 show 
controllers tcam 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show controllers tcam [asic [number]] [detail] 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドを使用するこ と で、 シスコのテクニカ ル サポート 担当がス イッ チのト ラブル
シューティ ングを行 うのに役立つ情報が表示さ れま す。

例 次の例では、 show controllers tcam コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show controllers tcam
------------------------------------------------------------------------
TCAM-0 Registers
------------------------------------------------------------------------
  REV:    00B30103
  SIZE:   00080040
  ID:     00000000
  CCR:    00000000_F0000020

  RPID0:  00000000_00000000
  RPID1:  00000000_00000000
  RPID2:  00000000_00000000
  RPID3:  00000000_00000000

  HRR0:   00000000_E000CAFC
  HRR1:   00000000_00000000
  HRR2:   00000000_00000000
  HRR3:   00000000_00000000
  HRR4:   00000000_00000000
  HRR5:   00000000_00000000
  HRR6:   00000000_00000000
  HRR7:   00000000_00000000
<output truncated>

  GMR31:  FF_FFFFFFFF_FFFFFFFF
  GMR32:  FF_FFFFFFFF_FFFFFFFF

asic （任意） ポート の ASIC TCAM 情報を表示しま す。

number （任意） 指定さ れたポート  ASIC 番号の情報を表示しま す。 範囲は 0 ～ 15 
です。

detail （任意） TCAM レジスタの詳細情報を表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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  GMR33:  FF_FFFFFFFF_FFFFFFFF

=============================================================================
 TCAM related PortASIC 1 registers
=============================================================================
LookupType:                   89A1C67D_24E35F00
LastCamIndex:                 0000FFE0
LocalNoMatch:                 000069E0
ForwardingRamBaseAddress:
                              00022A00 0002FE00 00040600 0002FE00 0000D400
                              00000000 003FBA00 00009000 00009000 00040600
                              00000000 00012800 00012900

関連コマンド コマンド 説明

show controllers 
cpu-interface

CPU ネッ ト ワーク  ASIC の状態、および CPU に届く パケッ ト の送受信
の統計情報を表示しま す。

show controllers 
ethernet-controller

ハード ウェアまたはインターフェ イスの内部レジスタから読み込ま れ
る、 各インターフェ イスの送受信の統計情報を表示しま す。
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show controllers utilization
ス イッ チまたは特定のポート の帯域利用率を表示するには、 show controllers utilization コマン
ドを  EXEC モードで使用しま す。

show controllers [interface-id] utilization 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

例 次の例は、 show controllers utilization コマン ドの出力を示して いま す。

Switch# show controllers utilization
Port       Receive Utilization  Transmit Utilization
Fa1/0/1            0                    0
Fa1/0/2    0                    0
Fa1/0/3     0
Fa1/0/4     0                    0
Fa1/0/5            0                    0
Fa1/0/6            0                    0
Fa1/0/7            0                    0
<output truncated>

<output truncated>

Switch Receive Bandwidth Percentage Utilization  : 0
Switch Transmit Bandwidth Percentage Utilization : 0

Switch Fabric Percentage Utilization : 0

次の例では、 特定のポート での  show controllers utilization コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show controllers gigabitethernet1/0/1 utilization
Receive Bandwidth Percentage Utilization   : 0
Transmit Bandwidth Percentage Utilization  : 0

interface-id （任意） ス イッ チ インターフェ イスの  ID です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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show controllers utilization
関連コマンド

表 2-35 show controllers utilization のフィ ールドの説明

フィ ールド 説明

Receive Bandwidth 
Percentage Utilization

ス イッ チの受信帯域利用率を表示しま す。 こ れは、 すべての
ポート の受信ト ラフィ ッ クの合計をス イッ チの受信容量で割っ
たものです。

Transmit Bandwidth 
Percentage Utilization

ス イッ チの送信帯域利用率を表示しま す。 こ れは、 すべての
ポート の送信ト ラフィ ッ クの合計をス イッ チの送信容量で割っ
たものです。

Fabric Percentage Utilization ス イッ チの送信と 受信の両方の帯域利用率の平均を表示しま す。

コマンド 説明

show controllers 
ethernet-controller

インターフェ イスの内部レジスタを表示しま す。
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show diagnostic
オンラ イン診断テスト の結果を表示して、 サポート さ れるテスト  ス イート を リ スト するには、
show diagnostic コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show diagnostic content switch [num | all] 

show diagnostic post 

show diagnostic result switch [num | all] [detail | test {test-id | test-id-range | all} [detail]] 

show diagnostic schedule switch [num | all] 

show diagnostic status 

show diagnostic switch [num | all] [detail] 

構文の説明

デフォルト こ のコマン ドにデフォ ルト 設定はあり ません。

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

content 各テスト およびすべてのモジュールに関して、 テスト  ID、 テスト
属性、 およびサポート さ れるカバレッ ジ テスト  レベルを含むテ
スト 情報を表示しま す。

switch num ス イッ チ番号を指定しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 4 です。

switch all ス イッ チ スタッ クのすべてのス イッ チを指定しま す。

post 電源投入時自己診断テスト （POST） の結果を表示しま す。 コマ
ン ドの出力は show post コマン ドと 同じです。

result テスト 結果を表示しま す。

detail （任意） すべてのテスト 統計を表示しま す。

test テスト を指定しま す。

test-id テスト の識別番号。 その他の情報については、 「使用上のガイ ド
ラ イン」 の項を参照してく ださ い。

test-id-range テスト の識別番号の範囲。 その他の情報については、 「使用上の
ガイ ド ラ イン」 の項を参照してく ださ い。

all すべてのテスト

schedule 現在スケジュールさ れて いる診断タスクを表示しま す。

status テスト  ステータスを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(53)SE1 このコマン ドが追加さ れま した。 
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show diagnostic
使用上のガイド ライン switch num を入力し ない場合、 すべてのス イッ チの情報が表示さ れま す。

コマン ド出力では、 表示さ れるテスト 結果は次のと おり です。

• Passed （.）

• Failed （F）

• Unknown （U）

（注） こ のコマン ドは、LAN base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チのみでサポート さ
れて いま す。

例 次の例では、 ス イッ チに設定さ れているオンラ イン診断を表示する方法を示しま す。

Switch# show diagnostic content switch 3

Switch 3:
Diagnostics test suite attributes:

B/* - Basic ondemand test / NA
P/V/* - Per port test / Per device test / NA
D/N/* - Disruptive test / Non-disruptive test / NA

S/* - Only applicable to standby unit / NA
X/* - Not a health monitoring test / NA
F/* - Fixed monitoring interval test / NA
E/* - Always enabled monitoring test / NA
A/I - Monitoring is active / Monitoring is inactive
R/* - Switch will reload after test list completion / NA
P/* - will partition stack / NA

Test Interval Thre-
ID Test Name attributes day hh:mm:ss.ms shold
==== ================================== ============ =============== =====
1) TestPortAsicStackPortLoopback B*N****A** 000 00:01:00.00 n/a
2) TestPortAsicLoopback  B*D*X**IR* not configured  n/a
3) TestPortAsicCam  B*D*X**IR* not configured  n/a
4) TestPortAsicRingLoopback  B*D*X**IR* not configured n/a
5) TestMicRingLoopback  B*D*X**IR* not configured  n/a
6) TestPortAsicMem  B*D*X**IR* not configured n/a

次の例では、 ス イッ チのオンラ イン診断結果を表示する方法を示しま す。

Switch# show diagnostic result switch 1
Switch 1: SerialNo :
Overall diagnostic result: PASS
Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)
1) TestPortAsicStackPortLoopback ---> .
2) TestPortAsicLoopback ------------> .
3) TestPortAsicCam -----------------> .
4) TestPortAsicRingLoopback --------> .
5) TestMicRingLoopback -------------> .
6) TestPortAsicMem -----------------> .
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次の例では、 オンラ イン診断テスト のステータスを表示する方法を示しま す。

Switch# show diagnostic status
<BU> - Bootup Diagnostics, <HM> - Health Monitoring Diagnostics,
<OD> - OnDemand Diagnostics, <SCH> - Scheduled Diagnostics
====== ================================= =============================== ======
Card Description Current Running Test Run by
------ --------------------------------- ---------------------  ------
1 N/A N/A
2 TestPortAsicStackPortLoopback <OD>

TestPortAsicLoopback <OD>
TestPortAsicCam <OD>
TestPortAsicRingLoopback <OD>
TestMicRingLoopback <OD>
TestPortAsicMem <OD>

3 N/A N/A
4 N/A N/A
====== ================================= =============================== ======
Switch# 

次の例では、 ス イッ チのオンラ イン診断のテスト  スケジュールを表示する方法を示しま す。

Switch# show diagnostic schedule switch 1
Current Time = 14:39:49 PST Tue Jul 5 2005
Diagnostic for Switch 1:
Schedule #1:
To be run daily 12:00
Test ID(s) to be executed: 1.

関連コマンド コマンド 説明

clear ip arp inspection 
statistics

ヘルス  モニタ リ ング診断テスト を設定しま す。

diagnostic schedule テスト ベースのオンラ イン診断テスト のスケジューリ ングを設
定しま す。

diagnostic start オンラ イン診断テスト を開始しま す。
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show dot1x
ス イッ チまたは指定さ れたポート の  IEEE 802.1x 統計情報、 管理ステータス、 および動作ス
テータスを表示するには、 show dot1x コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show dot1x [{all [summary] | interface interface-id} [details | statistics]] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ポート を指定し ない場合は、 グローバル パラメ ータ およびサマリ ーが表示さ れま す。   ポート を
指定する場合、 ポート の詳細が表示さ れま す。

単一方向または双方向の制御と してポート 制御が設定さ れ、 こ の設定がス イッ チの設定と 対立
する場合、 show dot1x {all | interface interface-id} 特権 EXEC コマン ド出力にその情報が表示さ
れま す。

ControlDirection          = In (Inactive)

例 次の例では、 show dot1x コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show dot1x 
Sysauthcontrol              Enabled
Dot1x Protocol Version            2
Critical Recovery Delay         100
Critical EAPOL             Disabled

all [summary] （任意） すべてのポート の IEEE 802.1x ステータスを表示しま す。

interface interface-id （任意） 指定のポート （タ イプ、 スタッ ク  メ ンバ、 モジュール、 ポー
ト 番号を含む） の  IEEE 802.1x のステータスを表示しま す。

（注） スタッ ク構成をサポート して いるのは、 LAN Base イメ ージを
実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チだけです。

details （任意） IEEE 802.1x インターフェ イスの詳細を表示しま す。

statistics （任意） 指定さ れたポート の IEEE 802.1x 統計情報を表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(25)SED 認証ステート のマシン ステート およびポート  ステータス  フィ ールド

に auth-fail-vlan が含ま れるよ うに表示が拡張さ れま した。

12.2(25)SEE コマン ド構文が変更さ れ、 コマン ド出力が修正さ れま した。
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次の例では、 show dot1x all コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show dot1x all
Sysauthcontrol              Enabled
Dot1x Protocol Version            2
Critical Recovery Delay         100
Critical EAPOL             Disabled

Dot1x Info for GigabitEthernet1/0/1
-----------------------------------
PAE                       = AUTHENTICATOR
PortControl               = AUTO
ControlDirection          = Both
HostMode                  = SINGLE_HOST
Violation Mode            = PROTECT
ReAuthentication          = Disabled
QuietPeriod               = 60
ServerTimeout             = 30
SuppTimeout               = 30
ReAuthPeriod              = 3600 (Locally configured)
ReAuthMax                 = 2
MaxReq                    = 2
TxPeriod                  = 30
RateLimitPeriod           = 0

<output truncated>

次の例では、 show dot1x all summary コマン ドの出力を示しま す。

Interface       PAE     Client          Status
--------------------------------------------------------
Gi2/0/1         AUTH    none            UNAUTHORIZED
Gi2/0/2         AUTH    00a0.c9b8.0072  AUTHORIZED
Gi0/3         AUTH    none            UNAUTHORIZED

次の例では、 show dot1x interface interface-id コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show dot1x interface gigabitethernet1/0/2
Dot1x Info for GigabitEthernet1/0/2
-----------------------------------
PAE                       = AUTHENTICATOR
PortControl               = AUTO
ControlDirection          = In
HostMode                  = SINGLE_HOST
ReAuthentication          = Disabled
QuietPeriod               = 60
ServerTimeout             = 30
SuppTimeout               = 30
ReAuthPeriod              = 3600 (Locally configured)
ReAuthMax                 = 2
MaxReq                    = 2
TxPeriod                  = 30
RateLimitPeriod           = 0
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次の例では、 show dot1x interface interface-id details コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show dot1x interface gigabitethernet0/2 details
Dot1x Info for GigabitEthernet1/0/2
-----------------------------------
PAE                       = AUTHENTICATOR
PortControl               = AUTO
ControlDirection          = Both
HostMode                  = SINGLE_HOST
ReAuthentication          = Disabled
QuietPeriod               = 60
ServerTimeout             = 30
SuppTimeout               = 30
ReAuthPeriod              = 3600 (Locally configured)
ReAuthMax                 = 2
MaxReq                    = 2
TxPeriod                  = 30
RateLimitPeriod           = 0

Dot1x Authenticator Client List Empty

次の例では、 ポート がゲスト  VLAN に割り 当てら れ、 ホスト  モードが multiple-hosts モードに
変更さ れた場合の  show dot1x interface interface-id details コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show dot1x interface gigabitethernet1/0/1 details
Dot1x Info for GigabitEthernet1/0/1
-----------------------------------
PAE                       = AUTHENTICATOR
PortControl               = AUTO
ControlDirection          = Both 
HostMode                  = SINGLE_HOST
ReAuthentication          = Enabled
QuietPeriod               = 60
ServerTimeout             = 30
SuppTimeout               = 30
ReAuthPeriod              = 3600 (Locally configured)
ReAuthMax                 = 2
MaxReq                    = 2
TxPeriod                  = 30
RateLimitPeriod           = 0
Guest-Vlan                = 182

Dot1x Authenticator Client List Empty

Port Status               = AUTHORIZED
Authorized By             = Guest-Vlan
Operational HostMode      = MULTI_HOST 
Vlan Policy               = 182

次の例では、 show dot1x interface interface-id statistics コマン ドの出力を示しま す。 表 2-36 に、
出力内のフィ ールドの説明を示しま す。

Switch# show dot1x interface gigabitethernet1/0/2 statistics
Dot1x Authenticator Port Statistics for GigabitEthernet1/0/2
--------------------------------------------
RxStart = 0     RxLogoff = 0    RxResp = 1      RxRespID = 1
RxInvalid = 0   RxLenErr = 0    RxTotal = 2

TxReq = 2       TxReqID = 132   TxTotal = 134

RxVersion = 2   LastRxSrcMAC = 00a0.c9b8.0072
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show dot1x
関連コマンド

表 2-36 show dot1x statistics のフィ ールドの説明

フィ ールド 説明

RxStart 受信さ れた有効な Extensible Authentication Protocol over LAN （EAPOL）
-Start フレー ムの数

RxLogoff 受信さ れた  EAPOL-Logoff フレー ムの数

RxResp 受信さ れた有効な Extensible Authentication Protocol （EAP） -Response フ
レー ム （Response/Identity フレー ム以外） の数

RxRespID 受信さ れた  EAP-Response/Identity フレー ムの数

RxInvalid 受信さ れた  EAPOL フレー ムの うち、 フレー ム タ イプを認識でき ないフ
レー ムの数

RxLenError 受信さ れた  EAPOL フレー ムの うち、 パケッ ト 本体の長さを示すフィ ール
ドが無効なフレー ムの数

RxTotal 受信さ れたすべてのタ イプの有効な EAPOL フレー ムの数

TxReq 送信さ れた  EAP-Request フレー ム （Request/Identity フレー ム以外） の数

TxReqId 送信さ れた  Extensible Authentication Protocol （EAP） -Request/Identity フ
レー ムの数

TxTotal 送信さ れたすべてのタ イプの  Extensible Authentication Protocol over LAN
（EAPOL） フレー ムの数

RxVersion IEEE 802.1x バージョ ン 1 形式で受信さ れたパケッ ト の数

LastRxSrcMac 後に受信した  EAPOL フレー ムで伝送さ れた送信元 MAC アドレス

コマンド 説明

dot1x default IEEE 802.1x パラメ ータをデフォ ルト 値に戻しま す。
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show dtp
show dtp
ス イッ チまたは指定さ れた インターフェ イスのダイナミ ッ ク  ト ランキング プロト コ ル （DTP）
情報を表示するには、 show dtp 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show dtp [interface interface-id] 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン スタッ ク構成をサポート して いるのは、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス
イッ チだけです。

例 次の例では、 show dtp コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show dtp
Global DTP information
        Sending DTP Hello packets every 30 seconds
        Dynamic Trunk timeout is 300 seconds
        21 interfaces using DTP

次の例では、 show dtp interface コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show dtp interface gigabitethernet1/0/1
DTP information for GigabitEthernet1/0/1:
  TOS/TAS/TNS:                              ACCESS/AUTO/ACCESS
  TOT/TAT/TNT:                              NATIVE/NEGOTIATE/NATIVE
  Neighbor address 1:                       000943A7D081
  Neighbor address 2:                       000000000000
  Hello timer expiration (sec/state):       1/RUNNING
  Access timer expiration (sec/state):      never/STOPPED
  Negotiation timer expiration (sec/state): never/STOPPED
  Multidrop timer expiration (sec/state):   never/STOPPED
  FSM state:                                S2:ACCESS
  # times multi & trunk                     0
  Enabled:                                  yes
  In STP:                                   no

interface 
interface-id

（任意） 指定さ れた インターフェ イスのポート  セキュ リ ティ 設定を表示しま す。
有効なインターフェ イスには、 物理ポート （タ イプ、 スタッ ク  メ ンバ、 モ
ジュール、 ポート 番号を含む） が含ま れま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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show dtp
Statistics
  ----------
  3160 packets received (3160 good)
  0 packets dropped
      0 nonegotiate, 0 bad version, 0 domain mismatches, 0 bad TLVs, 0 other
  6320 packets output (6320 good)
      3160 native
  0 output errors
  0 trunk timeouts
  1 link ups, last link up on Mon Mar 01 1993, 01:02:29
  0 link downs

関連コマンド コマンド 説明

show interfaces trunk インターフェ イス  ト ランク情報を表示しま す。
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show eap
show eap
ス イッ チまたは指定さ れたポート の  Extensible Authentication Protocol （EAP） レジスト レー
ショ ン情報およびセッ ショ ン情報を表示するには、 show eap 特権 EXEC コマン ドを使用し
ま す。

show eap {{registrations [method [name] | transport [name]]} | {sessions [credentials name 
[interface interface-id] | interface interface-id | method name | transport name]}} 
[credentials name | interface interface-id | transport name] 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 次のキーワードと と も に show eap registrations 特権 EXEC コマン ドを使用する場合、 コマン ド
出力には次の情報が表示さ れま す。

• None ： EAP および登録さ れた  EAP 方式で使用さ れるすべての下位レベル 

• method name キーワード ： 登録さ れた指定の方式 

• transport name キーワード ： 登録さ れた特定の下位レベル

次のキーワードを含む show eap sessions 特権 EXEC コマン ドを使用する場合、 コマン ド出力に
は次の情報が表示さ れま す。

• None ： すべてのアク ティ ブな EAP セッ ショ ン

• credentials name キーワード ： 指定さ れた資格情報プロフ ァイ ル

• interface interface-id キーワード ： 指定さ れた インターフェ イスのパラメ ータ

• method name キーワード ： 指定さ れた  EAP 方式

• transport name キーワード ： 指定さ れた下位レ イヤ

registrations EAP レジスト レーショ ン情報を表示しま す。

method name （任意） EAP 方式のレジスト レーショ ン情報を表示しま す。

transport name （任意） EAP ト ランスポート のレジスト レーショ ン情報を表示しま す。

sessions EAP セッ ショ ン情報を表示しま す。

credentials name （任意） EAP 方式のレジスト レーショ ン情報を表示しま す。

interface interface-id （任意） 指定さ れたポート （タ イプ、 スタッ ク  メ ンバ、 モジュール、
ポート 番号を含む） の  EAP 情報を表示しま す。

（注） スタッ ク構成をサポート して いるのは、 LAN Base イメ ージを
実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チだけです。

リ リース 変更内容

12.2(25)SEE このコマン ドが追加さ れま した。 
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show eap
例 次の例では、 show eap registrations コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show eap registrations
Registered EAP Methods:
  Method  Type            Name
    4     Peer            MD5

Registered EAP Lower Layers:
  Handle  Type            Name
    2     Authenticator   Dot1x-Authenticator
    1     Authenticator   MAB

次の例では、 show eap registrations transport コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show eap registrations transport all
Registered EAP Lower Layers:
  Handle  Type            Name
    2     Authenticator   Dot1x-Authenticator
    1     Authenticator   MAB

次の例では、 show eap sessions コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show eap sessions 
Role:                    Authenticator   Decision:                Fail
Lower layer:             Dot1x-AuthenticaInterface:               Gi0/1
Current method:          None            Method state:            Uninitialised
Retransmission count:    0  (max: 2)     Timer:                   Authenticator
ReqId Retransmit (timeout: 30s, remaining: 2s)
EAP handle:              0x5200000A      Credentials profile:     None
Lower layer context ID:  0x93000004      Eap profile name:        None
Method context ID:       0x00000000      Peer Identity:           None
Start timeout (s):       1               Retransmit timeout (s):  30 (30)
Current ID:              2               Available local methods: None

Role:                    Authenticator   Decision:                Fail
Lower layer:             Dot1x-AuthenticaInterface:               Gi0/2
Current method:          None            Method state:            Uninitialised
Retransmission count:    0  (max: 2)     Timer:                   Authenticator
ReqId Retransmit (timeout: 30s, remaining: 2s)
EAP handle:              0xA800000B      Credentials profile:     None
Lower layer context ID:  0x0D000005      Eap profile name:        None
Method context ID:       0x00000000      Peer Identity:           None
Start timeout (s):       1               Retransmit timeout (s):  30 (30)
Current ID:              2               Available local methods: None

<Output truncated>

次の例では、 show eap sessions interface interface-id 特権 EXEC コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show eap sessions gigabitethernet1/0/1
Role:                    Authenticator   Decision:                Fail
Lower layer:             Dot1x-AuthenticaInterface:               Gi0/1
Current method:          None            Method state:            Uninitialised
Retransmission count:    1  (max: 2)     Timer:                   Authenticator
ReqId Retransmit (timeout: 30s, remaining: 13s)
EAP handle:              0x5200000A      Credentials profile:     None
Lower layer context ID:  0x93000004      Eap profile name:        None
Method context ID:       0x00000000      Peer Identity:           None
Start timeout (s):       1               Retransmit timeout (s):  30 (30)
Current ID:              2               Available local methods: None
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show eap
関連コマンド コマンド 説明

clear eap sessions ス イッ チまたは指定さ れたポート の  EAP のセッ ショ ン情報をク リ ア
しま す。
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show env
show env
ス イッ チ （スタ ン ドアロ ン ス イッ チ、 スタッ ク  マスター、 またはスタッ ク  メ ンバ） のフ ァン、
温度、 冗長電源システ ム （RPS） の可用性、 および電源情報を表示するには、 show env コマン
ドを  EXEC モードで使用しま す。

show env {all | fan | power | rps | stack [switch-number] | temperature } 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン マスター以外の特定のス イッ チから情報にアク セス するには、 session 特権 EXEC コマン ドを使
用しま す。

任意のス イッ チ メ ンバからスタッ ク内のス イッ チに関する情報を表示するには、 show env 
stack [switch-number] コマン ドを使用しま す。

stack キーワードを指定して使用すると 、 スタッ クまたはスタッ ク内で指定さ れたス イッ チに
関するすべての情報が表示さ れま す。

（注） スタッ ク構成をサポート して いるのは、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス
イッ チだけです。

例 次の例では、 マスター ス イッ チまたはスタ ン ドアロ ン ス イッ チから入力した  show env all コマ
ン ドの出力を示しま す。

Switch# show env all

all フ ァンと 温度環境の両方の状態を表示しま す。

fan ス イッ チ フ ァンの状態を表示しま す。

power ス イッ チの電源の状態を表示しま す。

rps RPS 300 冗長電源システ ム （RPS 300） および Cisco RPS675 冗長電源シス
テ ム （RPS 675） がス イッ チに接続さ れて いるかど うかを表示しま す。

stack 
[switch-number] 

スタッ クの各ス イッ チまたは指定さ れたス イッ チのすべての環境ステータ
スを表示しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 4 です （スタッ クのス イッ チ番号
に対応）。

（注） スタッ ク構成をサポート して いるのは、 LAN Base イメ ージを実行
して いる Catalyst 2960-S ス イッ チだけです。

temperature ス イッ チの温度ステータスを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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show env
FAN is OK
TEMPERATURE is OK
POWER is OK
RPS is AVAILABLE

次の例では、 show env fan コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show env fan
FAN is OK

次の例では、 show env stack コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show env stack
SWITCH: 1
FAN is OK
TEMPERATURE is OK
POWER is OK
RPS is NOT PRESENT
SWITCH: 2
FAN is OK
TEMPERATURE is OK
POWER is OK
RPS is NOT PRESENT
SWITCH: 3
FAN is OK
TEMPERATURE is OK
POWER is OK
RPS is NOT PRESENT

次の例では、 Catalyst 2960-S ス イッ チ上での  show env stack コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show env stack
SWITCH: 1
FAN is OK
TEMPERATURE is OK
Temperature Value: 32 Degree Celsius
Temperature State: GREEN
Yellow Threshold : 49 Degree Celsius
Red Threshold    : 59 Degree Celsius
POWER is OK
RPS is NOT PRESENT

次の例では、 マスター ス イッ チからスタッ ク  メ ンバ 3 に関する情報を表示する方法を示しま
す。

Switch# show env stack 3
SWITCH: 3
FAN is OK
TEMPERATURE is OK
POWER is OK
RPS is NOT PRESENT
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show errdisable detect
show errdisable detect
error-disabled の検出状態を表示するには、 EXEC モードで show errdisable detect コマン ドを使
用しま す。

show errdisable detect 

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 表示さ れた  gbic-invalid エラーの理由は、 無効な Small Form-Factor Pluggable （SFP） モジュー
ルを意味しま す。

例 次の例では、 show errdisable detect コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show errdisable detect
ErrDisable Reason    Detection    Mode
-----------------    ---------    ----
arp-inspection       Enabled      port
bpduguard            Enabled      vlan
channel-misconfig    Enabled      port
community-limit      Enabled      port
dhcp-rate-limit      Enabled      port
dtp-flap             Enabled      port
gbic-invalid         Enabled      port
inline-power         Enabled      port
invalid-policy       Enabled      port
link-flap            Enabled      port
loopback             Enabled      port
lsgroup              Enabled      port
pagp-flap            Enabled      port
psecure-violation    Enabled      port/vlan
security-violatio    Enabled      port
sfp-config-mismat    Enabled      port
storm-control        Enabled      port
udld                 Enabled      port
vmps                 Enabled      port

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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show errdisable detect
関連コマンド コマンド 説明

errdisable detect cause 特定の原因、 またはすべての原因に対して  error-disabled 検出を
イネーブルにしま す。

show errdisable flap-values 認識さ れて いる状態のエラー情報を表示しま す。

show errdisable recovery error-disabled 回復タ イマーの情報を表示しま す。

show interfaces status インターフェ イスのステータスまたは error-disabled ステート に
あるインターフェ イスのリ スト を表示しま す。
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show errdisable flap-values
show errdisable flap-values
ある原因を エラーと して認識させる条件を表示するには、 show errdisable flap-values コマン ド
を  EXEC モードで使用しま す。

show errdisable flap-values 

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン Flaps 列には、 指定さ れた時間間隔内にステート への変更を何回行 うと 、 エラーが検出さ れて
ポート がディ セーブルになるのかが表示さ れま す。 たと えば、 3 つのダイナミ ッ ク  ト ランキン
グ プロト コ ル （DTP） ステート （ポート  モード  アク セス / ト ランク ）、 またはポート 集約プロ
ト コ ル （PAgP） フ ラッ プが 30 秒間隔で変更さ れた場合、 または 5 つのリ ンク  ステート （リ ン
ク  アッ プ / ダウン） が 10 秒間隔で変更さ れた場合は、 エラーと 見なさ れてポート がシャッ ト
ダウンするこ と が示さ れま す。

ErrDisable Reason    Flaps    Time (sec)
-----------------    ------   ----------
pagp-flap              3       30
dtp-flap               3       30
link-flap              5       10

例 次の例では、 show errdisable flap-values コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show errdisable flap-values
ErrDisable Reason    Flaps    Time (sec)
-----------------    ------   ----------
pagp-flap              3       30
dtp-flap               3       30
link-flap              5       10

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

errdisable detect cause 特定の原因、 またはすべての原因に対して  error-disabled 検出を
イネーブルにしま す。

show errdisable detect error-disabled 検出ステータスを表示しま す。

show errdisable recovery error-disabled 回復タ イマーの情報を表示しま す。

show interfaces status インターフェ イスのステータスまたは error-disabled ステート に
あるインターフェ イスのリ スト を表示しま す。
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show errdisable recovery
show errdisable recovery
error-disabled 回復タ イマー情報を表示するには、 show errdisable recovery コマン ドを  EXEC 
モードで使用しま す。

show errdisable recovery 

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン gbic-invalid error-disable の理由は、 無効な Small Form-Factor Pluggable （SFP） インターフェ イ
スを意味しま す。

例 次の例では、 show errdisable recovery コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show errdisable recovery
ErrDisable Reason    Timer Status
-----------------    --------------
udld                 Disabled
bpduguard            Disabled
security-violatio    Disabled
channel-misconfig    Disabled
vmps                 Disabled
pagp-flap            Disabled
dtp-flap             Disabled
link-flap            Enabled
psecure-violation    Disabled
gbic-invalid         Disabled
dhcp-rate-limit      Disabled
unicast-flood        Disabled
storm-control        Disabled
arp-inspection       Disabled
loopback             Disabled

Timer interval:300 seconds

Interfaces that will be enabled at the next timeout:

Interface    Errdisable reason    Time left(sec)
---------    -----------------    --------------
Gi0/2 link-flap             279 

（注） [unicast-flood] フィ ールドは、 出力に表示はさ れま すが無効です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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show errdisable recovery
関連コマンド コマンド 説明

errdisable recovery 回復メ カニズ ム変数を設定しま す。

show errdisable detect error-disabled 検出ステータスを表示しま す。

show errdisable flap-values 認識さ れて いる状態のエラー情報を表示しま す。

show interfaces status インターフェ イスのステータスまたは error-disabled ステート に
あるインターフェ イスのリ スト を表示しま す。
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show etherchannel
show etherchannel 
チャ ネルの  EtherChannel 情報を表示するには、show etherchannel コマン ドを  EXEC モードで使
用しま す。

show etherchannel [channel-group-number {detail | port | port-channel | protocol | summary}] 
{detail | load-balance | port | port-channel | protocol | summary} 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン channel-group を指定し ない場合は、 すべてのチャ ネル グループが表示さ れま す。

例 次の例では、 show etherchannel 1 detail コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show etherchannel 1 detail
Group state = L2
Ports: 2   Maxports = 16
Port-channels: 1 Max Port-channels = 16
Protocol:   LACP
                Ports in the group:
                -------------------
Port: Gi1/0/1
------------

Port state    = Up Mstr In-Bndl
Channel group = 1           Mode = Active      Gcchange = -
Port-channel  = Po1         GC   =   -         Pseudo port-channel = Po1
Port index    = 0           Load = 0x00        Protocol =   LACP

Flags:  S - Device is sending Slow LACPDUs   F - Device is sending fast LACPDU
        A - Device is in active mode.        P - Device is in passive mode.

Local information:
                            LACP port     Admin     Oper    Port     Port

channel-group-number （任意） チャ ネル グループの番号です。指定でき る範囲は 1 ～ 6 です。

detail EtherChannel の詳細を表示しま す。

load-balance ポート  チャ ネル内のポート 間の負荷分散方式、 またはフレー ム配布
方式を表示しま す。

port EtherChannel ポート 情報を表示しま す。

port-channel ポート チャ ネル情報を表示しま す。

protocol EtherChannel で使用さ れるプロト コ ルを表示しま す。

summary 各チャ ネル グループのサマリ ーを  1 行で表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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show etherchannel
Port      Flags   State     Priority      Key       Key     Number   State
Gi1/0/1   SA      bndl      32768         0x1       0x1     0x101    0x3D
Gi1/0/2   SA      bndl      32768         0x0       0x1     0x0      0x3D

Age of the port in the current state: 01d:20h:06m:04s
          
                Port-channels in the group:
                ----------------------

Port-channel: Po1    (Primary Aggregator)
------------

Age of the Port-channel   = 01d:20h:20m:26s
Logical slot/port   = 10/1          Number of ports = 2
HotStandBy port = null
Port state          = Port-channel Ag-Inuse
Protocol            =   LACP

Ports in the Port-channel:

Index   Load   Port     EC state        No of bits
------+------+------+------------------+-----------
  0     00     Gi1/0/1  Active          0
  0     00     Gi1/0/2  Active          0
  0     00     Gi0/1    Active          0
  0     00     Gi0/2    Active          0

Time since last port bundled:    01d:20h:20m:20s    Gi1/0/2

次の例では、 show etherchannel 1 summary コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show etherchannel 1 summary
Flags:  D - down        P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        u - unsuitable for bundling
        U - in use      f - failed to allocate aggregator
        d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+----------------------------------------
1      Po1(SU)         LACP      Gi1/0/1(P)  Gi1/0/2(P)
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show etherchannel
次の例では、 show etherchannel 1 port-channel コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show etherchannel 1 port-channel 
                Port-channels in the group: 
                ----------------------
Port-channel: Po1    (Primary Aggregator)

------------

Age of the Port-channel   = 01d:20h:24m:50s
Logical slot/port   = 10/1          Number of ports = 2
HotStandBy port = null
Port state          = Port-channel Ag-Inuse
Protocol            =   LACP

Ports in the Port-channel:

Index   Load   Port     EC state        No of bits
------+------+------+------------------+-----------
0     00     Gi1/0/1  Active          0
  0     00     Gi1/0/2  Active          0

Time since last port bundled:    01d:20h:24m:44s    Gi1/0/2

次の例では、 show etherchannel protocol コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show etherchannel protocol
                Channel-group listing:
                -----------------------
Group: 1
----------
Protocol:  LACP

Group: 2
----------
Protocol:  PAgP

関連コマンド コマンド 説明

channel-group EtherChannel グループにイーサネッ ト  ポート を割り 当てま す。

channel-protocol チャ ネリ ングを管理するため、 ポート 上で使用さ れるプロト コ ル
を制限しま す。

interface port-channel ポート  チャ ネルへのアク セスや、 ポート  チャ ネルの作成を行い
ま す。
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show fallback profile
show fallback profile 
ス イッ チで設定さ れたフォールバッ ク  プロフ ァイ ルを表示するには、 show fallback profile 特
権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show fallback profile

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ス イッ チで設定さ れたプロフ ァイ ルを表示するには、show fallback profile 特権 EXEC コマン ド
を使用しま す。

例 次の例では、 show fallback profile コマン ドの出力を示しま す。

switch# show fallback profile 
Profile Name: dot1x-www
------------------------------------
Description       : NONE
IP Admission Rule : webauth-fallback
IP Access-Group IN: default-policy
Profile Name: dot1x-www-lpip
------------------------------------
Description       : NONE
IP Admission Rule : web-lpip
IP Access-Group IN: default-policy
Profile Name: profile1
------------------------------------
Description       : NONE
IP Admission Rule : NONE
IP Access-Group IN: NONE

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

dot1x fallback profile IEEE 802.1x 認証をサポート し ないク ラ イアント 用のフォール
バッ ク方式と して  Web 認証を使用するよ うポート を設定しま す。

fallback profile profile Web 認証のフォールバッ ク  プロフ ァイ ルを作成しま す。

ip admission rule ス イッ チ ポート で Web 認証を イネーブルにしま す。

ip admission name proxy 
http

ス イッ チで Web 認証を グローバルにイネーブルにしま す。

show dot1x [interface 
interface-id]

指定さ れたポート の  IEEE 802.1x の状態を表示しま す。
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show flowcontrol
show flowcontrol
フロー制御ステータス および統計情報を表示するには、 show flowcontrol コマン ドを  EXEC 
モードで使用しま す。

show flowcontrol [interface interface-id | module number] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ス イッ チまたは特定のインターフェ イスのフロー制御ステータス および統計情報を表示するに
は、 こ のコマン ドを使用しま す。

ス イッ チ インターフェ イス情報を すべて表示するには、 show flowcontrol コマン ドを使用しま
す。 スタ ン ドアロ ン ス イッ チでは、 show flowcontrol コマン ドの出力結果は、 show flowcontrol 
module number コマン ドの出力結果と 同じになり ま す。

特定のインターフェ イスの情報を表示するには、 show flowcontrol interface interface-id コマン
ドを使用しま す。

例 次の例では、 show flowcontrol コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show flowcontrol
Port       Send FlowControl  Receive FlowControl  RxPause TxPause
           admin    oper     admin    oper
---------  -------- -------- -------- --------    ------- -------
Gi2/0/1    Unsupp.  Unsupp.  off      off         0       0
Gi2/0/2    desired  off      off      off         0       0
Gi2/0/3    desired  off      off      off         0       0
<output truncated>

次の例では、 show flowcontrol interface interface-id コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show flowcontrol gigabitethernet2/0/2
Port       Send FlowControl  Receive FlowControl  RxPause TxPause
           admin    oper     admin    oper
---------  -------- -------- -------- --------    ------- -------
Gi2/0/2    desired  off      off      off         0       0

interface interface-id （任意） 特定の インターフェ イスのフロー制御ステータス および統計
情報を表示しま す。

module number （任意） 指定さ れたスタッ ク  メ ンバのすべてのインターフェ イスのフ
ロー制御ステータスと 統計情報を表示しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 8 
です。 このオプショ ンは、 特定の インターフェ イス  ID を入力したと
きは利用できません。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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show flowcontrol
関連コマンド コマンド 説明

flowcontrol インターフェ イスの受信フロー制御ステート を設定しま す。
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show interfaces
show interfaces
すべてのインターフェ イスまたは指定さ れた インターフェ イスの管理ステータス および動作ス
テータスを表示するには、 show interfaces 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show interfaces [interface-id | vlan vlan-id] [accounting | capabilities [module number] | 
counters | description | etherchannel | flowcontrol | pruning | stats | status [err-disabled] | 
switchport [backup | module number] | transceiver | properties | detail [module number] | 
trunk]

構文の説明 interface-id （任意） 有効なインターフェ イスには、 物理ポート （タ イプ、 スタッ ク  
メ ンバ、 モジュール、 およびポート 番号を含む） やポート  チャ ネルが含
ま れま す。 指定でき るポート チャ ネルの範囲は 1 ～ 6 です。

vlan vlan-id （任意） VLAN ID です。 指定でき る範囲は 1 ～ 4094 です。

accounting （任意） インターフェ イスのアカ ウント 情報 （アク ティ ブ プロト コ ル、
入出力のパケッ ト 、 オク テッ ト を含む） を表示しま す。

（注） ソ フト ウェアで処理さ れたパケッ ト だけが表示さ れま す。 ハード
ウェアでス イッ チングさ れるパケッ ト は表示さ れません。

capabilities （任意） すべてのインターフェ イスまたは指定さ れた インターフェ イスの
性能 （機能、 インターフェ イス上で設定可能なオプショ ンを含む） を表
示しま す。 こ のオプショ ンはコマン ド ラ インのヘルプに表示さ れま すが、
VLAN ID に使用できません。

module number （任意） 指定さ れたスタッ ク  メ ンバのすべてのインターフェ イスの機能、
ス イッ チポート  コ ンフィ ギュレーショ ン、 またはト ランシーバの特性
（上記のキーワードに対応） を表示しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 4 で
す。 こ のオプショ ンは、 特定のインターフェ イス  ID を入力すると きは利
用できません。

（注） スタッ ク構成をサポート して いるのは、 LAN Base イメ ージを実
行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チだけです。 その他のすべての  
Catalyst 2960 ス イッ チでは、 有効なモジュール番号は 1 のみです。

counters ( 任意 ) show interfaces counters コマン ドを参照してく ださ い。

description （任意） 特定のインターフェ イスに設定さ れた管理ステータス および説明
を表示しま す。

etherchannel （任意） インターフェ イス  EtherChannel 情報を表示しま す。

flowcontrol （任意） インターフェ イスのフロー制御情報を表示しま す。

pruning （任意） インターフェ イス  ト ランク  VTP プルーニング情報を表示しま す。

stats （任意） インターフェ イスのス イッ チング パスによ る入出力パケッ ト を
表示しま す。

status （任意） インターフェ イスのステータスを表示しま す。 [Type] フィ ールド
の  unsupported のステータスは、 他社製の  Small Form-Factor Pluggable
（SFP） モジュールがモジュール スロッ ト に装着さ れて いるこ と を示して
いま す。

err-disabled （任意） error-disabled ステート の インターフェ イスを表示しま す。

switchport （任意） ポート  ブロッ キング、 ポート 保護設定など、 ス イッ チング ポー
ト の管理ステータス および動作ステータスを表示しま す。
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show interfaces
コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン show interfaces capabilities コマン ドに異なるキーワードを指定するこ と で、 次のよ うな結果に
なり ま す。

• show interfaces capabilities module number コマン ドを使用して、 スタッ クのス イッ チ上の
すべてのインターフェ イスの性能を表示しま す。 スタッ ク内に該当するモジュール番号を
持つス イッ チがない場合、 出力はあり ません。

（注） スタッ ク構成がサポート さ れて いるのは、 Catalyst 2960-S ス イッ チだけです。

• 指定さ れた インターフェ イスの機能を表示するには、 show interfaces interface-id 
capabilities を使用しま す。

• スタッ ク内のすべてのインターフェ イスの機能を表示するには、 show interfaces 
capabilities を使用しま す （モジュール番号またはインターフェ イス  ID の指定なし）。

LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チで、 スタッ ク内の特定のス イッ チ
上のすべてのインターフェ イスのス イッ チ ポート 特性を表示するには、 show interfaces 
switchport module number コマン ドを使用しま す。 スタッ ク内に該当するモジュール番号を持
つス イッ チがない場合、 出力はあり ません。

（注） その他のすべての  Catalyst 2960 ス イッ チでは、 ～を使用しま す。 crb、 fair-queue、 irb、
mac-accounting、 precedence、 random-detect、 rate-limit、 および shape キーワードは、 コマン
ド ラ インのヘルプ スト リ ングに表示さ れま すが、 サポート さ れて いません。

backup （任意） スタッ ク上の指定した インターフェ イスまたはすべてのインター
フェ イスの、Flex Link バッ ク アッ プ インターフェ イス  コ ンフィ ギュレー
ショ ンおよびステータスを表示しま す。

transceiver [detail | 
properties]

（任意） CWDM または DWDM Small Form-Factor （SFP） モジュール イン
ターフェ イスの物理プロパティ を表示しま す。 キーワードの意味は次の
と おり です。

• detail ： （任意） 高低の番号、 アラー ム情報を含む較正プロパティ を
表示しま す。

• properties ： （任意） インターフェ イスの速度と デュプレッ ク スの設
定を表示しま す。

trunk インターフェ イス  ト ランク情報を表示しま す。 インターフェ イスを指定
し ない場合は、 アク ティ ブなト ランキング ポート の情報だけが表示さ れ
ま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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show interfaces
例 次の例では、スタッ ク  メ ンバ 3 のインターフェ イスに対する show interfaces コマン ドの出力を
示しま す。

Switch# show interfaces gigabitethernet3/0/2 
GigabitEthernet3/is down, line protocol is down
  Hardware is Gigabit Ethernet, address is 0009.43a7.d085 (bia 0009.43a7.d085)
  MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Auto-duplex, Auto-speed
  input flow-control is off, output flow-control is off
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interfaces" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue :0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     2 packets input, 1040 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
     0 input packets with dribble condition detected
     4 packets output, 1040 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

次の例では、 show interfaces accounting コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show interfaces accounting
Vlan1
                Protocol    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out
                      IP    1094395  131900022     559555   84077157
           Spanning Tree     283896   17033760         42       2520
                     ARP      63738    3825680        231      13860
Interface Vlan2 is disabled
Vlan7
                Protocol    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out
No traffic sent or received on this interface.
Vlan31
                Protocol    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out
No traffic sent or received on this interface.

GigabitEthernet1/0/1
                Protocol    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out
No traffic sent or received on this interface.
GigabitEthernet1/0/2
                Protocol    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out
No traffic sent or received on this interface.

<output truncated>

次の例では、 インターフェ イスの  show interfaces capabilities コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show interfaces gigabitethernet1/0/2 capabilities
GigabitEthernet1/0/2

Model:                 WS-C2960G-24TC-L
Type:                  10/100/1000BaseTX
  Speed:                 10,100,1000,auto
  Duplex: full,auto
  Trunk encap. type:     802.1Q,ISL
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show interfaces
  Trunk mode:            on,off,desirable,nonegotiate
  Channel:               yes
  Broadcast suppression: percentage(0-100)
  Flowcontrol:           rx-(off,on,desired),tx-(none)
  Fast Start:            yes
  QoS scheduling:        rx-(not configurable on per port basis),tx-(4q2t)
  CoS rewrite:           yes
  ToS rewrite:           yes
  UDLD:                  yes
  Inline power:          no
  SPAN:                  source/destination
  PortSecure:            yes
  Dot1x:                 yes

Multiple Media Types:  rj45, sfp, auto-select 

次の例では、 description インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 イ
ンターフェ イスを  Connects to Marketing と して指定した場合の  show interfaces interface-id 
description コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show interfaces gigabitethernet1/0/2 description
Interface Status         Protocol Description
Gi1/0/2 up             down     Connects to Marketing

次の例では、 ス イッ チにポート  チャ ネルが設定さ れて いる場合の  show interfaces etherchannel 
コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show interfaces etherchannel
----
Port-channel1:
Age of the Port-channel   = 03d:20h:17m:29s
Logical slot/port   = 10/1           Number of ports = 0
GC                  = 0x00000000      HotStandBy port = null
Port state          = Port-channel Ag-Not-Inuse

Port-channel2:
Age of the Port-channel   = 03d:20h:17m:29s
Logical slot/port   = 10/2           Number of ports = 0
GC                  = 0x00000000      HotStandBy port = null
Port state          = Port-channel Ag-Not-Inuse

Port-channel3:
Age of the Port-channel   = 03d:20h:17m:29s
Logical slot/port   = 10/3           Number of ports = 0
GC                  = 0x00000000      HotStandBy port = null
Port state          = Port-channel Ag-Not-Inuse

次の例では、 VTP ドメ イン内でプルーニングがイネーブルの場合の  show interfaces interface-id 
pruning コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show interfaces gigibitethernet1/0/2 pruning
Port    Vlans pruned for lack of request by neighbor
Gi1/0/2 3,4

Port    Vlans traffic requested of neighbor
Gi1/0/2  1-3

次の例では、 指定した  VLAN インターフェ イスの  show interfaces stats コマン ドの出力を示し
ま す。

Switch# show interfaces vlan 1 stats
Switching path    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out
        Processor    1165354  136205310     570800   91731594
      Route cache          0          0          0          0
            Total    1165354  136205310     570800   91731594
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次の例では、 show interfaces status コマン ドの出力の一部を示しま す。 すべてのインターフェ
イスのステータスが表示さ れま す。

Switch# show interfaces status
Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Fa1/0/1                      connected    routed     a-half  a-100 10/100BaseTX
Fa1/0/2                      notconnect   121,40       auto   auto 10/100BaseTX
Fa1/0/3                      notconnect   1            auto   auto 10/100BaseTX
Fa1/0/4                      notconnect   18           auto   auto Not Present
Fa1/0/5                      connected    121        a-full a-1000 10/100BaseTX
Fa1/0/6                      connected    122,11     a-full a-1000 10/100BaseTX 

<output truncated>
Gi1/0/1                      notconnect   1            auto   auto 10/100/1000BaseTX
Gi1/0/2                      notconnect   1            auto   auto unsupported

次の例では、 show interfaces status err-disabled コマン ドの出力を示しま す。 error-disabled ス
テート の インターフェ イスのステータスを表示しま す。

Switch# show interfaces status err-disabled 
Port      Name               Status       Reason
Gi2/0/26                     err-disabled gbic-invalid

次の例では、 ポート の  show interfaces switchport コマン ドの出力を示しま す。 表 2-37 に、 出力
内のフィ ールドの説明を示しま す。

（注） プラ イベート  VLAN はサポート さ れて いないため、 こ れらのフィ ールドは適用さ れません。

Switch# show interfaces gigabitethernet1/0/1 switchport
Name: Gi1/0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association:10 (VLAN0010) 502 (VLAN0502)
Administrative private-vlan mapping: none 
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL

Protected: false
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled

Voice VLAN: none (Inactive)
Appliance trust: none
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次の例では、 show interfaces switchport backup コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show interfaces switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:

Active Interface    Backup Interface    State
     --------------------------------------------------------------

Fa1/0/1              Fa1/0/2             Active Up/Backup Standby
Fa3/0/3   Fa4/0/5  Active Down/Backup Up

     Po1                 Po2 Active Standby/Backup Up

次の例では、 show interfaces switchport backup コマン ドの出力を示しま す。 こ の例では、 ス
イッ チで VLAN 1 ～ 50、 60、 100 ～ 120 が設定さ れて いま す。

Switch(config)#interface gigabitEthernet 2/0/6
Switch(config-if)#switchport backup interface gigabitEthernet 2/0/8 prefer vlan 60,100-120

両方のインターフェ イスが起動して いる場合、 Gi2/0/8 が VLAN 60、 100 ～ 120 のト ラフィ ッ ク
を転送し、 Gi2/0/6 が VLAN 1 ～ 50 のト ラフィ ッ クを転送しま す。

Switch#show interfaces switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:

表 2-37 show interfaces switchport のフィ ールドの説明

フィ ールド 説明

Name ポート 名を表示しま す。

Switchport ポート の管理ステータス および動作ステータスを表示し
ま す。 こ の出力の場合、 ポート はス イッ チポート  モード
です。

Administrative Mode

Operational Mode

管理モードおよび動作モードを表示しま す。

Administrative Trunking 
Encapsulation

Operational Trunking Encapsulation

Negotiation of Trunking

管理上および運用上のカプセル化方式、 およびト ランキ
ング ネゴシエーショ ンがイネーブルかど うかを表示し
ま す。

Access Mode VLAN ポート を設定する VLAN ID を表示しま す。

Trunking Native Mode VLAN

Trunking VLANs Enabled

Trunking VLANs Active

ネイティ ブ モードのト ランクの VLAN ID を一覧表示し
ま す。 ト ランク上の許可 VLAN を一覧表示しま す。 ト ラ
ンク上のアク ティ ブ VLAN を一覧表示しま す。

Pruning VLANs Enabled プルーニングに適格な VLAN を一覧表示しま す。

Protected インターフェ イス上で保護ポート がイネーブル （True）
であるかまたはディ セーブル （False） であるかを表示し
ま す。

Unknown unicast blocked

Unknown multicast blocked

不明なマ ルチキャ スト および不明なユニキャ スト  ト ラ
フィ ッ ク がインターフェ イス上でブロッ ク さ れて いるか
ど うかを表示しま す。

Voice VLAN 音声 VLAN がイネーブルである VLAN ID を表示しま す。

Appliance trust IP Phone のデータ  パケッ ト のサービス  ク ラス （CoS） 設
定を表示しま す。
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Active Interface        Backup Interface        State
------------------------------------------------------------------------
GigabitEthernet2/0/6 GigabitEthernet2/0/8 Active Down/Backup Up

Vlans on Interface Gi 2/0/6: 1-50
Vlans on Interface Gi 2/0/8: 60, 100-120

Flex Link インターフェ イスがダウンすると （LINK_DOWN）、 こ の インターフェ イスで優先さ
れる VLAN は、 Flex Link ペアのピア インターフェ イスに移動しま す。 この例では、 インター
フェ イス  Gi2/0/6 がダウンして、 Gi2/0/8 が Flex Link ペアのすべての  VLAN を引き継ぎま す。

Switch#show interfaces switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:

Active Interface        Backup Interface        State
------------------------------------------------------------------------
GigabitEthernet2/0/6 GigabitEthernet2/0/8 Active Down/Backup Up

Vlans on Interface Gi 2/0/6: 
Vlans on Interface Gi 2/0/8: 1-50, 60, 100-120

Flex Link インターフェ イスがアッ プになると 、この インターフェ イスで優先さ れる VLAN はピ
ア インターフェ イスでブロッ ク さ れ、 アッ プした インターフェ イスでフォ ワーディ ング ス
テート になり ま す。 こ の例では、 インターフェ イス  Gi2/0/6 がアッ プになると 、 この インター
フェ イスで優先さ れる VLAN はピア インターフェ イス  Gi2/0/8 でブロッ ク さ れ、Gi2/0/6 で転送
さ れま す。

Switch#show interfaces switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:

Active Interface        Backup Interface        State
------------------------------------------------------------------------
GigabitEthernet2/0/6 GigabitEthernet2/0/8 Active Down/Backup Up

Vlans on Interface Gi 2/0/6: 1-50
Vlans on Interface Gi 2/0/8: 60, 100-120

次の例では、 show interfaces interface-id pruning コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show interfaces gigibitethernet1/0/2 pruning
Port    Vlans pruned for lack of request by neighbor

次の例では、 show interfaces interface-id trunk コマン ドの出力を示しま す。 ポート のト ランキ
ング情報が表示さ れま す。

Switch# show interfaces gigabitethernet1/0/2 trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gi1/0/1       auto         negotiate      trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gi1/0/1       1-4094

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gi1/0/1       1-4

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi1/0/1       1-4

次の例では、 show interfaces interface-id transceiver properties コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show interfaces gigabitethernet1/0/2 transceiver properties
Name : Gi1/0/2
Administrative Speed: auto 
Operational Speed: auto 
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Administrative Duplex: auto
Administrative Power Inline: N/A
Operational Duplex: auto
Administrative Auto-MDIX: off
Operational Auto-MDIX: off
Configured Media: sfp
Active Media: sfp
Attached: 10/100/1000BaseTX SFP-10/100/1000BaseTX
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次の例では、 show interfaces interface-id transceiver detail コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show interfaces gigabitethernet2/0/3 transceiver detail
ITU Channel not available (Wavelength not available),
Transceiver is externally calibrated.
mA:milliamperes, dBm:decibels (milliwatts), N/A:not applicable.
++:high alarm, +:high warning, -:low warning, -- :low alarm.
A2D readouts (if they differ), are reported in parentheses.
The threshold values are uncalibrated.

                            High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm
        Temperature         Threshold   Threshold  Threshold  Threshold
Port     (Celsius)          (Celsius)   (Celsius)  (Celsius)  (Celsius)
------- ------------------  ----------  ---------  ---------  ---------
Gi2/0/3 41.5               110.0       103.0 -8.0      -12.0

                            High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm
         Voltage            Threshold   Threshold  Threshold  Threshold
Port     (Volts)            (Volts)     (Volts)    (Volts)    (Volts)
-------  ---------------    ----------  ---------  ---------  ---------
Gi2/0/3 3.20 4.00        3.70 3.00       2.95

                            High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm
         Current            Threshold   Threshold  Threshold  Threshold
Port     (milliamperes)     (mA)        (mA)       (mA)       (mA)
-------  -----------------  ----------  ---------  ---------  ---------
Gi2/0/3 31.0 84.0        70.0 4.0        2.0

         Optical            High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm
         Transmit Power     Threshold   Threshold  Threshold  Threshold
Port     (dBm)              (dBm)       (dBm)      (dBm)      (dBm)
-------  -----------------  ----------  ---------  ---------  ---------
Gi2/0/3 -0.0 ( -0.0) -0.0        -0.0 -0.0       -0.0

         Optical            High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm
         Receive Power      Threshold   Threshold  Threshold  Threshold
Port     (dBm)              (dBm)       (dBm)      (dBm)      (dBm)
-------  -----------------  ----------  ---------  ---------  ---------
Gi2/0/3 N/A  ( -0.0) -- -0.0        -0.0 -0.0       -0.0

関連コマンド コマンド 説明

switchport access ポート をスタティ ッ ク  アク セス  ポート またはダイナミ ッ ク  アク
セス  ポート と して設定しま す。

switchport block インターフェ イス上で不明なユニキャ スト またはマ ルチキャ ス
ト  ト ラフィ ッ クをブロッ ク しま す。

switchport backup interface 相互バッ ク アッ プを提供するレ イヤ 2 インターフェ イスのペアで
ある Flex Link を設定しま す。

switchport mode ポート の VLAN メ ンバーシッ プ モードを設定しま す。

switchport protected 同じス イッ チの他の保護さ れたポート からレ イヤ 2 のユニキャ ス
ト 、 マ ルチキャ スト 、 およびブロードキャ スト  ト ラフィ ッ クを
分離しま す。

switchport trunk pruning ト ランキング モードのポート の  VLAN プルーニング適格リ スト
を設定しま す。
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show interfaces counters
ス イッ チまたは特定のインターフェ イスの各種カ ウンタを表示するには、 show interfaces 
counters 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show interfaces [interface-id | vlan vlan-id] counters [errors | etherchannel |module switch- 
number | protocol status | trunk] 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン キーワードを入力し ない場合は、 すべてのインターフェ イスのすべてのカ ウンタが表示さ れま
す。

（注） vlan vlan-id キーワードは、 コマン ド ラ インのヘルプ スト リ ングには表示さ れま すが、 サポー
ト さ れて いません。

例 次の例では、 show interfaces counters コマン ドの出力の一部を示しま す。 ス イッ チのすべての
カ ウンタが表示さ れま す。

Switch# show interfaces counters
Port            InOctets   InUcastPkts   InMcastPkts   InBcastPkts
Gi1/0/1 0             0             0             0
Gi1/0/2 0             0             0             0

<output truncated>

interface-id （任意） 物理インターフェ イスの  ID です。

errors （任意） エラー カ ウンタを表示しま す。

etherchannel （任意） 送受信さ れたオク テッ ト 、 ブロー ドキャ スト  パケッ ト 、 マ ル
チキャ スト  パケッ ト 、 およびユニキャ スト  パケッ ト など、
EtherChannel カ ウンタを表示しま す。

module switch- number （任意） 指定さ れたスタッ ク  メ ンバのカ ウンタを表示しま す。 指定で
き る範囲は 1 ～ 4 です （スタッ クのス イッ チ番号に対応）。

このコマン ドの  module キーワードは、 スタッ ク  メ ンバ番号 （1 ～ 4）
を参照して いま す。 インターフェ イス  ID に含ま れるモジュール番号
は、 常に 0 です。

（注） スタッ ク構成をサポート して いるのは、 LAN Base イメ ージを
実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チだけです。

protocol status （任意） インターフェ イスでイネーブルになって いるプロト コ ルのス
テータスを表示しま す。

trunk （任意） ト ランク  カ ウンタを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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次の例では、 スタッ ク  メ ンバ 2 の  show interfaces counters module コマン ドの出力の一部を示
しま す。 スタッ ク内で指定さ れたス イッ チのすべてのカ ウンタが表示さ れま す。

Switch# show interfaces counters module 2
Port            InOctets   InUcastPkts   InMcastPkts   InBcastPkts
Gi2/0/1              520             2             0             0
Gi2/0/2              520             2             0             0
Gi2/0/3              520             2             0             0
Gi2/0/4              520             2             0             0
Gi2/0/5              520             2             0             0
Gi2/0/6              520             2             0             0
Gi2/0/7              520             2             0             0
Gi2/0/8              520             2             0             0

<output truncated>

次の例では、 すべてのインターフェ イスに対する show interfaces counters protocol status コマ
ン ドの出力の一部を示しま す。

Switch# show interfaces counters protocol status
Protocols allocated:
 Vlan1: Other, IP
 Vlan20: Other, IP, ARP
 Vlan30: Other, IP, ARP
 Vlan40: Other, IP, ARP
 Vlan50: Other, IP, ARP
 Vlan60: Other, IP, ARP
 Vlan70: Other, IP, ARP
 Vlan80: Other, IP, ARP
 Vlan90: Other, IP, ARP
 Vlan900: Other, IP, ARP
 Vlan3000: Other, IP
 Vlan3500: Other, IP
FastEthernet1/0/1: Other, IP, ARP, CDP
FastEthernet1/0/2: Other, IP
FastEthernet1/0/3: Other, IP
FastEthernet1/0/4: Other, IP
FastEthernet1/0/5: Other, IP
FastEthernet1/0/6: Other, IP
FastEthernet1/0/7: Other, IP
FastEthernet1/0/8: Other, IP
FastEthernet1/0/9: Other, IP
FastEthernet1/0/10: Other, IP, CDP

<output truncated>

次の例では、 show interfaces counters trunk コマン ドの出力を示しま す。 すべてのインター
フェ イスのト ランク  カ ウンタが表示さ れま す。

Switch# show interfaces counters trunk
Port        TrunkFramesTx  TrunkFramesRx  WrongEncap
Gi1/0/1 0              0           0
Gi1/0/2 0              0           0
Gi1/0/3 80678           4155           0
Gi1/0/4 82320            126           0
Gi1/0/5 0 0           0

<output truncated>

関連コマンド コマンド 説明

show interfaces 追加の インターフェ イスの特性を表示しま す。
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show inventory
ハード ウェアの製品識別 （PID） 情報を表示するには、 show inventory コマン ドを  EXEC モー
ドで使用しま す。

show inventory [entity-name | raw] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン コマン ドでは大文字と 小文字が区別さ れま す。 引数がない場合、 show inventory コマン ドは製
品識別情報を持つすべての識別可能なエンティ ティ のコ ンパク ト  ダンプを生成しま す。 コ ンパ
ク ト  ダンプには、 エンティ ティ の場所 （ス ロッ ト  ID）、 エンティ ティ の説明、 およびそのエン
ティ ティ の  Unique Device Indicator （UDI） （PID、 VID、 および SN） が表示さ れま す。

（注） PID がない場合は、 show inventory コマン ドを入力しても出力は表示さ れません。

例 次の例では、 show inventory コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show inventory
NAME: "1", DESCR: "WS-C2960-48TC-L"
PID: WS-C2960-24TC-L   , VID: 02 , SN: FHH0923D075

NAME: "GigabitEthernet0/1", DESCR: "100BaseBX-10D SFP"
PID:                     , VID:    , SN: NEC09050251     

NAME: "GigabitEthernet0/2", DESCR: "100BaseBX-10U SFP"
PID:                     , VID:    , SN: NEC09050020     

entity-name （任意） 指定さ れたエンティ ティ を表示しま す。 たと えば、 Small 
Form-Factor Pluggable （SFP） モジュールが取り 付けら れて いるイン
ターフェ イス （gigabitethernet0/1 など） を入力しま す。

raw （任意） デバイスのすべてのエンティ ティ を表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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show ip arp inspection
ダイナミ ッ ク  アドレス解決プロト コ ル （ARP） インスペクショ ンの設定および動作ステート 、
あるいはすべての VLAN または指定さ れた インターフェ イスや VLAN に対するこ の機能のス
テータスを表示するには、 show ip arp inspection 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show ip arp inspection [interfaces [interface-id] | log | statistics [vlan vlan-range] | vlan 
vlan-range] 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

例 次の例では、 show ip arp inspection コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show ip arp inspection

Source Mac Validation      : Disabled
Destination Mac Validation : Disabled

interfaces [interface-id] （任意） 指定さ れた インターフェ イスまたはすべての インター
フェ イスの  ARP パケッ ト の信頼状態およびレート 制限を表示
しま す。 有効なインターフェ イスには、 物理ポート と ポート  
チャ ネルが含ま れま す。

log （任意） ダイナミ ッ ク  ARP インスペクショ ン ロ グ バッ フ ァの設
定と 内容を表示しま す。

statistics [vlan vlan-range] （任意） 指定さ れた  VLAN の転送済みパケッ ト 、 ドロッ プ済み
パケッ ト 、 MAC 検証に失敗したパケッ ト 、 IP 検証に失敗した
パケッ ト 、 アク セス  コ ント ロール リ スト （ACL） によって許
可および拒否さ れたパケッ ト 、 DHCP によって許可および拒否
さ れたパケッ ト の統計情報を表示しま す。 VLAN が指定さ れて
いない場合、 または範囲が指定さ れて いる場合は、 ダイナミ ッ
ク  ARP インスペクショ ンがイネーブルにさ れた （アク ティ ブ）
VLAN だけの情報を表示しま す。

VLAN ID 番号で識別さ れた  1 つの  VLAN、それぞれを ハイフン
で区切った  VLAN 範囲、またはカンマで区切った一連の  VLAN 
を指定できま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 4094 です。

vlan vlan-range （任意） 指定さ れた  VLAN のダイナミ ッ ク  ARP インスペクショ
ンの設定および動作ステート を表示しま す。 VLAN が指定さ れ
て いない場合、 または範囲が指定さ れて いる場合は、 ダイナ
ミ ッ ク  ARP インスペクショ ンがイネーブルにさ れた （アク
ティ ブ） VLAN だけの情報を表示しま す。

VLAN ID 番号で識別さ れた  1 つの  VLAN、それぞれを ハイフン
で区切った  VLAN 範囲、またはカンマで区切った一連の  VLAN 
を指定できま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE こ のコマン ドが追加さ れま した。 
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show ip arp inspection
IP Address Validation      : Enabled

  Vlan     Configuration    Operation   ACL Match          Static ACL
  ----     -------------    ---------   ---------          ----------
     1     Enabled          Active      deny-all           No

  Vlan     ACL Logging      DHCP Logging      Probe Logging
  ----     -----------      ------------      -------------
     1     Acl-Match        All               Permit

  Vlan      Forwarded        Dropped     DHCP Drops      ACL Drops
  ----      ---------        -------     ----------      ---------
     1              0              0              0              0

  Vlan   DHCP Permits    ACL Permits  Probe Permits   Source MAC Failures
  ----   ------------    -----------  -------------   -------------------
     1              0              0              0                     0

  Vlan   Dest MAC Failures   IP Validation Failures   Invalid Protocol Data
  ----   -----------------   ----------------------   ---------------------
     1                   0                        0                       0

次の例では、 show ip arp inspection interfaces コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show ip arp inspection interfaces
Interface        Trust State     Rate (pps)    Burst Interval

 ---------------  -----------     ----------    --------------
 Gi1/0/1          Untrusted               15                 1
 Gi1/0/2          Untrusted               15                 1
 Gi1/0/3          Untrusted               15                 1

次の例では、 show ip arp inspection interfaces interface-id コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show ip arp inspection interfaces gigabitethernet1/0/1 
Interface        Trust State     Rate (pps)    Burst Interval
---------------  -----------     ----------    --------------

 Gi1/0/1          Untrusted               15                 1
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show ip arp inspection
次の例では、 show ip arp inspection log コマン ドの出力を示しま す。バッ フ ァがク リ アさ れる前
のロ グ バッ フ ァの内容を表示しま す。

Switch# show ip arp inspection log
Total Log Buffer Size : 32
Syslog rate : 10 entries per 300 seconds.

Interface   Vlan  Sender MAC      Sender IP        Num Pkts   Reason       Time
----------  ----  --------------  ---------------  ---------  -----------  ----
Gi1/0/1  5     0003.0000.d673  192.2.10.4               5  DHCP Deny    19:39:01 UTC 
Mon Mar 1 1993
Gi1/0/1     5     0001.0000.d774  128.1.9.25               6  DHCP Deny    19:39:02 UTC 
Mon Mar 1 1993
Gi1/0/1     5     0001.c940.1111  10.10.10.1               7  DHCP Deny    19:39:03 UTC 
Mon Mar 1 1993
Gi1/0/1     5     0001.c940.1112  10.10.10.2               8  DHCP Deny    19:39:04 UTC 
Mon Mar 1 1993
Gi1/0/1     5     0001.c940.1114  173.1.1.1               10  DHCP Deny    19:39:06 UTC 
Mon Mar 1 1993
Gi1/0/1     5     0001.c940.1115  173.1.1.2               11  DHCP Deny    19:39:07 UTC 
Mon Mar 1 1993
Gi1/0/1     5     0001.c940.1116  173.1.1.3               12  DHCP Deny    19:39:08 UTC 
Mon Mar 1 1993

ロ グ バッ フ ァがオーバーフローする場合は、 ロ グ イベント がロ グ バッ フ ァに収ま らないこ と
を意味しており 、 show ip arp inspection log 特権 EXEC コマン ドの出力が影響を受けま す。 パ
ケッ ト 数および時間以外のすべてのデータの代わり に -- が表示さ れま す。 こ のエント リ に対し
ては、 その他の統計情報は表示さ れません。 出力にこ のエント リ が表示さ れる場合は、 ロ グ 
バッ フ ァのエント リ 数を増やすか、 ip arp inspection log-buffer グローバル コ ンフィ ギュレー
ショ ン コマン ドでロギング レート を増やしま す。

次の例では、 show ip arp inspection statistics コマン ドの出力を示しま す。 ダイナミ ッ ク  ARP イ
ンスペクショ ンによって処理さ れたすべてのアク ティ ブ VLAN のパケッ ト の統計情報を表示し
ま す。

Switch# show ip arp inspection statistics
Vlan      Forwarded        Dropped     DHCP Drops      ACL Drops
 ----      ---------        -------     ----------      ---------
    5              3           4618           4605              4
 2000              0              0              0              0

 Vlan   DHCP Permits    ACL Permits   Source MAC Failures
 ----   ------------    -----------   -------------------
    5              0             12                     0
 2000              0              0                     0

 Vlan   Dest MAC Failures   IP Validation Failures
 ----   -----------------   ----------------------
    5                   0                        9
 2000                   0                        0

show ip arp inspection statistics コマン ドでは、ス イッ チは信頼さ れたダイナミ ッ ク  ARP インス
ペクショ ン ポート 上の各 ARP 要求および応答パケッ ト の転送済みパケッ ト 数を増加させま す。
ス イッ チは、 送信元 MAC、 宛先 MAC、 または IP 検証チェッ ク によって拒否さ れた各パケッ ト
の  ACL または DHCP 許可済みパケッ ト 数を増加させ、 適切な失敗数を増加させま す。
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show ip arp inspection
次の例では、 show ip arp inspection statistics vlan 5 コマン ドの出力を示しま す。 ダイナミ ッ ク  
ARP によって処理さ れた  VLAN 5 のパケッ ト の統計情報を表示しま す。

Switch# show ip arp inspection statistics vlan 5
Vlan      Forwarded        Dropped     DHCP Drops      ACL Drops
 ----      ---------        -------     ----------      ---------
    5              3           4618           4605              4

 Vlan   DHCP Permits    ACL Permits   Source MAC Failures
 ----   ------------    -----------   -------------------
    5              0             12                     0

 Vlan   Dest MAC Failures   IP Validation Failures Invalid Protocol Data
 ----   -----------------   ---------------------- ---------------------
    5                   0                        9 3

次の例では、show ip arp inspection vlan 5 コマン ドの出力を示しま す。VLAN 5 のダイナミ ッ ク  
ARP インスペクショ ンの設定および動作ステート を表示しま す。

Switch# show ip arp inspection vlan 5
Source Mac Validation      :Enabled
Destination Mac Validation :Enabled
IP Address Validation      :Enabled

 Vlan     Configuration    Operation   ACL Match          Static ACL
 ----     -------------    ---------   ---------          ----------
    5     Enabled          Active      second             No

 Vlan     ACL Logging      DHCP Logging
 ----     -----------      ------------
    5     Acl-Match        All

関連コマンド コマンド 説明

arp access-list ARP ACL を定義しま す。

clear ip arp inspection log ダイナミ ッ ク  ARP インスペク ショ ン ロ グ バッ フ ァをク リ
アしま す。

clear ip arp inspection statistics ダイナミ ッ ク  ARP インスペクショ ンの統計情報をク リ ア
しま す。

ip arp inspection log-buffer ダイナミ ッ ク  ARP インスペク ショ ン ロギング バッ フ ァを
設定しま す。

ip arp inspection vlan logging VLAN 単位で記録するパケッ ト のタ イプを制御しま す。

show arp access-list ARP アク セス  リ スト に関する詳細を表示しま す。
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show ip dhcp snooping
show ip dhcp snooping
DHCP スヌーピング設定を表示するには、 show ip dhcp snooping コマン ドを  EXEC モードで使
用しま す。

show ip dhcp snooping 

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

例 次の例では、 show ip dhcp snooping コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
40-42
Insertion of option 82 is enabled
Option 82 on untrusted port is allowed 
Verification of hwaddr field is enabled
Interface                    Trusted     Rate limit (pps)
------------------------     -------     ----------------
GigabitEthernet1/0/1  yes         unlimited
GigabitEthernet1/0/2  yes         unlimited
GigabitEthernet2/0/3             no          2000 
GigabitEthernet2/0/4  yes         unlimited

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング バインディ ング情報を表示しま す。
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show ip dhcp snooping binding
show ip dhcp snooping binding
ス イッ チ上にあるすべてのインターフェ イスの  DHCP スヌーピング バインディ ング データ
ベースと 設定情報を表示するには、 show ip dhcp snooping binding コマン ドを  EXEC モードで
使用しま す。

show ip dhcp snooping binding [ip-address] [mac-address] [interface interface-id] [vlan vlan-id] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン show ip dhcp snooping binding コマン ドの出力は、 ダイナミ ッ ク に設定さ れたバインディ ング
だけを表示しま す。 DHCP スヌーピング バインディ ング データベース内のダイナミ ッ ク および
スタティ ッ ク に設定さ れたバインディ ングを表示するには、 show ip source binding 特権 EXEC 
コマン ドを使用しま す。

DHCP スヌーピングがイネーブルでインターフェ イスがダウン ステート に変更さ れた場合、 静
的に設定さ れたバインディ ングは削除さ れません。

例 次の例では、 ス イッ チの  DHCP スヌーピング バインディ ング エント リ を表示する方法を示し
ま す。

Switch# show ip dhcp snooping binding
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
01:02:03:04:05:06   10.1.2.150       9837        dhcp-snooping  20    GigabitEthernet2/0/1
00:D0:B7:1B:35:DE   10.1.2.151       237         dhcp-snooping  20    GigabitEthernet2/0/2
Total number of bindings: 2

次の例では、 特定の  IP アドレスの  DHCP スヌーピング バインディ ング エント リ を表示する方
法を示しま す。

Switch# show ip dhcp snooping binding 10.1.2.150
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
01:02:03:04:05:06   10.1.2.150       9810        dhcp-snooping  20    GigabitEthernet2/0/1
Total number of bindings: 1

ip-address （任意） バインディ ング エント リ  IP アドレスを指定しま す。

mac-address （任意） バインディ ング エント リ  MAC アドレスを指定しま す。

interface interface-id （任意） バインディ ング入力インターフェ イスを指定しま す。

vlan vlan-id （任意） バインディ ング エント リ  VLAN を指定しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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show ip dhcp snooping binding
次の例では、特定の  MAC アドレスの  DHCP スヌーピング バインディ ング エント リ を表示する
方法を示しま す。

Switch# show ip dhcp snooping binding 0102.0304.0506
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
01:02:03:04:05:06   10.1.2.150       9788        dhcp-snooping  20    GigabitEthernet2/0/2
Total number of bindings: 1

次の例では、 ポート の  DHCP スヌーピング バインディ ング エント リ を表示する方法を示し
ま す。

Switch# show ip dhcp snooping binding interface gigabitethernet2/0/2
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
00:30:94:C2:EF:35   10.1.2.151       290         dhcp-snooping  20    GigabitEthernet2/0/2
Total number of bindings: 1

次の例では、 VLAN 20 の  DHCP スヌーピング バインディ ング エント リ を表示する方法を示し
ま す。

Switch# show ip dhcp snooping binding vlan 20
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
01:02:03:04:05:06   10.1.2.150       9747        dhcp-snooping  20    GigabitEthernet2/0/1
00:00:00:00:00:02   10.1.2.151       65          dhcp-snooping  20    GigabitEthernet2/0/2
Total number of bindings: 2

表 2-38 に、 show ip dhcp snooping binding コマン ド出力のフィ ールドの説明を示しま す。

関連コマンド

表 2-38 show ip dhcp snooping binding コマンドの出力結果

フィ ールド 説明

MacAddress ク ラ イアント  ハード ウェアの MAC アドレス

IpAddress DHCP サーバから割り 当てら れたク ラ イアント  IP アドレス

Lease(sec) IP アドレスに対する残り のリ ース時間 

Type バインディ ング タ イプ

VLAN ク ラ イアント  インターフェ イスの  VLAN 番号

Interface DHCP ク ラ イアント  ホスト に接続さ れるインターフェ イス

Total number of bindings ス イッ チに設定さ れる合計バインディ ング数

（注） コマン ド出力では、 合計バインディ ング数が表示さ れない
こ と も あり ま す。 たと えば、 200 バインディ ングがス イッ
チに設定さ れてすべてのバインディ ングが表示さ れる前に
表示を停止させた場合、 合計数は変更さ れません。

コマンド 説明

ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング バインディ ング データベースを設定
しま す。

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピング設定を表示しま す。
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show ip dhcp snooping database
show ip dhcp snooping database
DHCP スヌーピング バインディ ング データベース  エージェント のステータスを表示するには、
show ip dhcp snooping database コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show ip dhcp snooping database [detail] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC 

コマンド 履歴

例 次の例では、 show ip dhcp snooping database コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show ip dhcp snooping database
Agent URL : 
Write delay Timer : 300 seconds
Abort Timer : 300 seconds

Agent Running : No
Delay Timer Expiry : Not Running
Abort Timer Expiry : Not Running

Last Succeded Time : None
Last Failed Time : None
Last Failed Reason : No failure recorded.

Total Attempts       :        0   Startup Failures :        0
Successful Transfers :        0   Failed Transfers :        0
Successful Reads     :        0   Failed Reads     :        0
Successful Writes    :        0   Failed Writes    :        0
Media Failures       :        0

次の例では、 show ip dhcp snooping database detail コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show ip dhcp snooping database detail 
Agent URL : tftp://10.1.1.1/directory/file
Write delay Timer : 300 seconds
Abort Timer : 300 seconds

Agent Running : No
Delay Timer Expiry : 7 (00:00:07)
Abort Timer Expiry : Not Running

Last Succeded Time : None
Last Failed Time : 17:14:25 UTC Sat Jul 7 2001
Last Failed Reason : Unable to access URL.

detail （任意） 詳細なステータスと 統計情報を表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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show ip dhcp snooping database
Total Attempts       :       21   Startup Failures :        0
Successful Transfers :        0   Failed Transfers :       21
Successful Reads     :        0   Failed Reads     :        0
Successful Writes    :        0   Failed Writes    :       21
Media Failures       :        0

First successful access: Read

Last ignored bindings counters :
Binding Collisions    :        0   Expired leases    :        0
Invalid interfaces    :        0   Unsupported vlans :        0
Parse failures        :        0
Last Ignored Time : None

Total ignored bindings counters:
Binding Collisions    :        0   Expired leases    :        0
Invalid interfaces    :        0   Unsupported vlans :        0
Parse failures        :        0

関連コマンド コマンド 説明

ip dhcp snooping VLAN 上で DHCP スヌーピングを イネーブルにしま す。

ip dhcp snooping database DHCP スヌーピング バインディ ング データベース  エー
ジェント またはバインディ ング フ ァイ ルを設定しま す。

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピング情報を表示しま す。
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show ip dhcp snooping statistics
show ip dhcp snooping statistics
DHCP スヌーピング統計情報をサマリ ー形式または詳細形式で表示するには、 show ip dhcp 
snooping statistics コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show ip dhcp snooping statistics [detail] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ス イッ チ スタッ ク では、 すべての統計情報がスタッ ク  マスターで生成さ れま す。 新し いス
タッ ク  マスターが選出さ れた場合、 統計カ ウンタはリ セッ ト さ れま す。

スタッ ク構成をサポート して いるのは、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス
イッ チだけです。

例 次の例では、 show ip dhcp snooping statistics コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show ip dhcp snooping statistics
 Packets Forwarded                                     = 0
 Packets Dropped                                       = 0
 Packets Dropped From untrusted ports                  = 0

次の例では、 show ip dhcp snooping statistics detail コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show ip dhcp snooping statistics detail
 Packets Processed by DHCP Snooping                    = 0
 Packets Dropped Because
   IDB not known                                       = 0
   Queue full                                          = 0
   Interface is in errdisabled                         = 0
   Rate limit exceeded                                 = 0
   Received on untrusted ports                         = 0
   Nonzero giaddr                                      = 0
   Source mac not equal to chaddr                      = 0
   Binding mismatch                                    = 0
   Insertion of opt82 fail                             = 0
   Interface Down                                      = 0
   Unknown output interface                            = 0
   Reply output port equal to input port               = 0
   Packet denied by platform                           = 0

detail （任意） 詳細な統計情報を表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(37)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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表 2-39 に、 DHCP スヌーピング統計と それらの説明を示しま す。

表 2-39 DHCP スヌーピング統計情報

DHCP スヌーピング統計情報 説明

Packets Processed by DHCP Snooping 転送さ れたパケッ ト およびドロッ プさ れたパケッ ト も含めて、 DHCP スヌー
ピングによって処理さ れたパケッ ト の合計数。

Packets Dropped Because IDB not 
known

パケッ ト の入力インターフェ イスを判断でき ないエラーの数。

Queue full パケッ ト の処理に使用さ れる内部キューが満杯であるエラーの数。 非常に
高いレート で DHCP パケッ ト を受信し、 入力ポート でレート 制限がイネー
ブルになって いない場合、 このエラーが発生するこ と があり ま す。

Interface is in errdisabled error-disabled と してマーク さ れたポート でパケッ ト を受信した回数。 こ れ
が発生する可能性があるのは、 ポート が error-disabled ステート である場合
にパケッ ト が処理キューに入り 、 そのパケッ ト が後で処理さ れる場合です。

Rate limit exceeded ポート で設定さ れて いるレート 制限を超えて、 インターフェ イスが 
error-disabled ステート になった回数。

Received on untrusted ports 信頼でき ないポート で DHCP サーバ パケッ ト （OFFER、 ACK、 NAK、
LEASEQUERY のいずれか） を受信して ドロッ プした回数。

Nonzero giaddr 信頼でき ないポート で受信した  DHCP パケッ ト のリ レー エージェント  アド
レス  フィ ールド （giaddr） がゼロ以外だった回数。 または no ip dhcp 
snooping information option allow-untrusted グローバル コ ンフィ ギュレー
ショ ン コマン ドを設定しておらず、 信頼でき ないポート で受信したパケッ
ト にオプショ ン 82 データが含ま れて いた回数。

Source mac not equal to chaddr DHCP パケッ ト のク ラ イアント  MAC アドレス  フィ ールド （chaddr） がパ
ケッ ト の送信元 MAC アドレスと 一致せず、 ip dhcp snooping verify 
mac-address グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドが設定さ れて い
る回数。

Binding mismatch MAC アドレスと  VLAN のペアのバインディ ングになって いるポート と は異
なるポート で、 RELEASE パケッ ト または DECLINE パケッ ト を受信した回
数。 こ れは、 誰かが本来のク ラ イアント をスプーフィ ングし よ うと して い
る可能性があるこ と を示しま すが、 ク ラ イアント がス イッ チの別のポート
に移動して  RELEASE または DECLINE を実行したこ と を表すこ と も あり ま
す。 MAC アドレスは、 イーサネッ ト  ヘッ ダーの送信元 MAC アドレスでは
なく 、 DHCP パケッ ト の [chaddr] フィ ールドから採用さ れま す。

Insertion of opt82 fail パケッ ト へのオプショ ン 82 挿入がエラーになった回数。 オプショ ン 82 デー
タを含むパケッ ト がインターネッ ト の単一物理パケッ ト のサイズを超えた
場合、 挿入はエラーになるこ と があり ま す。

Interface Down パケッ ト が DHCP リ レー エージェント への応答であるが、 リ レー エージェ
ント の  SVI インターフェ イスがダウンして いる回数。 DHCP サーバへのク
ラ イアント 要求の送信と 応答の受信の間で SVI がダウンした場合に発生す
るエラーですが、 めったに発生しません。
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show ip dhcp snooping statistics
関連コマンド

Unknown output interface オプショ ン 82 データまたは MAC アドレス  テーブルの ルッ ク アッ プのいず
れかで、 DHCP 応答パケッ ト の出力インターフェ イスを判断でき なかった回
数。 パケッ ト は ドロッ プさ れま す。 オプショ ン 82 が使用さ れておらず、 ク
ラ イアント  MAC アドレスが期限切れになった場合に発生するこ と があり ま
す。 ポート セキュ リ ティ  オプショ ンで IPSG がイネーブルであり 、 オプショ
ン 82 がイネーブルでない場合、 ク ラ イアント の  MAC アドレスは学習さ れ
ず、 応答パケッ ト は ドロッ プさ れま す。

Reply output port equal to input port DHCP 応答パケッ ト の出力ポート が入力ポート と 同じであり 、 ループの可能
性の原因と なった回数。 ネッ ト ワークの設定の誤り 、 またはポート の信頼
設定の誤用の可能性を示しま す。

Packet denied by platform プラッ ト フォー ム固有のレジスト リ によってパケッ ト が拒否さ れた回数。

表 2-39 DHCP スヌーピング統計情報 （続き）

DHCP スヌーピング統計情報 説明

コマンド 説明

clear ip dhcp snooping DHCP スヌーピング バインディ ング データベース  カ ウン
タ、 DHCP スヌーピング バインディ ング データベース  
エージェント 統計情報カ ウンタ、 DHCP スヌーピング統計
情報カ ウンタをク リ アしま す。
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show ip igmp profile
show ip igmp profile
設定さ れたすべてのインターネッ ト  グループ管理プロト コ ル （IGMP） プロフ ァイ ル、 または
指定さ れた  IGMP プロフ ァイ ルを表示するには、 show ip igmp profile 特権 EXEC コマン ドを使
用しま す。

show ip igmp profile [profile number] 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC 

コマンド 履歴

例 次の例では、 プロフ ァイ ル番号を指定した場合と 指定し ない場合の  show ip igmp profile 特権 
EXEC コマン ドの出力を示しま す。 プロフ ァイ ル番号が入力さ れて いない場合、 表示にはス
イッ チ上で設定さ れたすべてのプロフ ァイ ルが含ま れま す。

Switch# show ip igmp profile 40
IGMP Profile 40
    permit
    range 233.1.1.1 233.255.255.255

Switch# show ip igmp profile
IGMP Profile 3
    range 230.9.9.0 230.9.9.0
IGMP Profile 4
    permit
    range 229.9.9.0 229.255.255.255

関連コマンド

profile number （任意） 表示する IGMP プロフ ァイ ル番号。 指定でき る範囲は 1 ～ 
4294967295 です。 プロフ ァイ ル番号が入力さ れて いない場合、 すべての  
IGMP プロフ ァイ ルが表示さ れま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

ip igmp profile 指定さ れた  IGMP プロフ ァイ ル番号を設定しま す。
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show ip igmp snooping
ス イッ チまたは VLAN の インターネッ ト  グループ管理プロト コ ル （IGMP） スヌーピング設定
を表示するには、 show ip igmp snooping コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show ip igmp snooping [groups | mrouter | querier] [vlan vlan-id] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ス イッ チまたは特定の VLAN のスヌーピングの設定を表示するのにこ のコマン ドを使用しま
す。

VLAN ID 1002 ～ 1005 は、 ト ーク ンリ ングおよび FDDI VLAN に予約さ れて いて、 IGMP ス
ヌーピングでは使用できません。

例 次の例では、 show ip igmp snooping vlan 1 コマン ドの出力を示しま す。 こ こ では、 特定の  
VLAN のスヌーピング特性を表示しま す。

Switch# show ip igmp snooping vlan 1
Global IGMP Snooping configuration:
-----------------------------------
IGMP snooping             :Enabled
IGMPv3 snooping (minimal) :Enabled
Report suppression        :Enabled
TCN solicit query         :Disabled
TCN flood query count     :2
Last member query interval : 100

Vlan 1:
--------
IGMP snooping                       :Enabled
Immediate leave                     :Disabled
Multicast router learning mode      :pim-dvmrp
Source only learning age timer      :10
CGMP interoperability mode          :IGMP_ONLY
Last member query interval : 100

groups ( 任意 ) show ip igmp snooping groups コマン ドを参照してく ださ い。

mrouter ( 任意 ) show ip igmp snooping mrouter コマン ドを参照してく ださ い。

querier ( 任意 ) show ip igmp snooping querier コマン ドを参照してく ださ い。

vlan vlan-id （任意） VLAN を指定しま す。 範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 です
（特権 EXEC モードの場合だけ使用可能）。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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次の例では、 show ip igmp snooping コマン ドの出力を示しま す。 こ こ では、 ス イッ チ上の  
VLAN すべてのスヌーピング特性を表示しま す。

Switch# show ip igmp snooping 
Global IGMP Snooping configuration:
-----------------------------------
IGMP snooping              : Enabled
IGMPv3 snooping (minimal)  : Enabled
Report suppression         : Enabled
TCN solicit query          : Disabled
TCN flood query count      : 2
Last member query interval : 100

Vlan 1:
--------
IGMP snooping                       :Enabled
Immediate leave                     :Disabled
Multicast router learning mode      :pim-dvmrp
Source only learning age timer      :10
CGMP interoperability mode          :IGMP_ONLY
Last member query interval          : 100

Vlan 2:
--------
IGMP snooping                       :Enabled
Immediate leave                     :Disabled
Multicast router learning mode      :pim-dvmrp
Source only learning age timer      :10
CGMP interoperability mode          :IGMP_ONLY
Last member query interval          : 333

<output truncated>

関連コマンド コマンド 説明

ip igmp snooping ス イッ チまたは VLAN の  IGMP スヌーピングを イネー
ブルにしま す。

ip igmp snooping 
last-member-query-interval

IGMP スヌーピングの設定可能な Leave タ イマーを イ
ネーブルにしま す。

ip igmp snooping querier レ イヤ 2 ネッ ト ワークの IGMP ク エリ ア機能を イネー
ブルにしま す。

ip igmp snooping report-suppression IGMP レポート 抑制を イネーブルにしま す。

ip igmp snooping tcn IGMP ト ポロジ変更通知動作を設定しま す。

ip igmp snooping tcn flood IGMP ト ポロジ変更通知動作と してマ ルチキャ スト  フ
ラッ ディ ングを指定しま す。

ip igmp snooping vlan 
immediate-leave

VLAN の  IGMP スヌーピング即時脱退処理を イネーブ
ルにしま す。

ip igmp snooping vlan mrouter マ ルチキャ スト  ルータ  ポート を追加、 またはマ ルチ
キャ スト の学習方式を設定しま す。

ip igmp snooping vlan static レ イヤ 2 ポート をマ ルチキャ スト  グループのメ ンバと
して静的に追加しま す。

show ip igmp snooping groups ス イッ チの  IGMP スヌーピング マ ルチキャ スト  テーブ
ルを表示しま す。
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show ip igmp snooping mrouter ス イッ チまたは指定さ れたマ ルチキャ スト  VLAN の  
IGMP スヌーピング マ ルチキャ スト  ルータ  ポート を表
示しま す。

show ip igmp snooping querier ス イッ チ上に設定さ れた  IGMP ク エリ アの設定および
動作情報を表示しま す。

コマンド 説明
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show ip igmp snooping groups
ス イッ チのインターネッ ト  グループ管理プロト コ ル （IGMP） スヌーピング マ ルチキャ スト  
テーブル、 またはマ ルチキャ スト 情報を表示するには、 show ip igmp snooping groups 特権 
EXEC コマン ドを使用しま す。 指定さ れたマ ルチキャ スト  VLAN のマ ルチキャ スト  テーブル、
または特定のマ ルチキャ スト 情報を表示するには、 vlan キーワードを指定して使用しま す。

show ip igmp snooping groups [count] [dynamic] [user] [vlan vlan-id [ip_address]] 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン マ ルチキャ スト 情報またはマ ルチキャ スト  テーブルを表示するには、 こ のコマン ドを使用しま
す。

VLAN ID 1002 ～ 1005 は、 ト ーク ンリ ングおよび FDDI VLAN に予約さ れて いて、 IGMP ス
ヌーピングでは使用できません。

例 次の例では、 キーワードの指定をし ない show ip igmp snooping groups コマン ドの出力を示し
ま す。 ス イッ チのマ ルチキャ スト  テーブルが表示さ れま す。

Switch# show ip igmp snooping groups
Vlan      Group          Type        Version     Port List
-------------------------------------------------------------
1         224.1.4.4      igmp                    Fa1/0/11
1         224.1.4.5      igmp                    Fa1/0/11
2         224.0.1.40     igmp        v2          Fa1/0/15

次の例では、 show ip igmp snooping groups count コマン ドの出力を示しま す。 ス イッ チ上のマ
ルチキャ スト  グループの総数が表示さ れま す。

Switch# show ip igmp snooping groups count
Total number of multicast groups: 2

count （任意） 実エント リ の代わり に、 指定さ れたコマン ド  オプショ ンの

エント リ総数を表示しま す。 
dynamic （任意） IGMP スヌーピングにより 学習したエント リ を表示しま す。

user （任意） ユーザ設定のマ ルチキャ スト  エント リ だけを表示しま す。

vlan vlan-id （任意） VLAN を指定しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 1001 および 1006 ～ 
4094 です。

ip_address （任意） 指定グループ IP アドレスのマ ルチキャ スト  グループの特性を表示
しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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次の例では、 show ip igmp snooping groups dynamic コマン ドの出力を示しま す。 IGMP スヌー
ピングにより 学習したエント リ だけを表示しま す。

Switch# show ip igmp snooping groups vlan 1 dynamic
Vlan      Group          Type        Version     Port List
-------------------------------------------------------------
104       224.1.4.2      igmp        v2          Gi2/0/1, 1/0/15
104       224.1.4.3      igmp        v2          Gi2/0/1, 1/0/15

次の例では、 show ip igmp snooping groups vlan vlan-id ip-address コマン ドの出力を示しま す。
指定さ れた  IP アドレスのグループのエント リ を表示しま す。

Switch# show ip igmp snooping groups vlan 104 224.1.4.2
Vlan      Group          Type        Version     Port List
-------------------------------------------------------------
104       224.1.4.2      igmp        v2          Gi2/0/1, 1/0/15

関連コマンド コマンド 説明

ip igmp snooping ス イッ チまたは VLAN の  IGMP スヌーピングを イネーブル
にしま す。

ip igmp snooping vlan mrouter マ ルチキャ スト  ルータ  ポート を設定しま す。

ip igmp snooping vlan static レ イヤ 2 ポート をマ ルチキャ スト  グループのメ ンバと して
静的に追加しま す。

show ip igmp snooping ス イッ チまたは VLAN の  IGMP スヌーピング設定を表示し
ま す。

show ip igmp snooping mrouter ス イッ チまたは指定さ れたマ ルチキャ スト  VLAN の  IGMP 
スヌーピング マ ルチキャ スト  ルータ  ポート を表示しま す。
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show ip igmp snooping mrouter
ス イッ チまたは指定さ れたマ ルチキャ スト  VLAN の、 動的に学習さ れた インターネッ ト  グ
ループ管理プロト コ ル （IGMP） スヌーピングと 、 手動で設定さ れたマ ルチキャ スト  ルータ  
ポート を表示するには、 show ip igmp snooping mrouter 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show ip igmp snooping mrouter [vlan vlan-id] 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ス イッ チまたは特定の VLAN 上のマ ルチキャ スト  ルータ  ポート を表示するには、 こ のコマン
ドを使用しま す。

VLAN ID 1002 ～ 1005 は、 ト ーク ンリ ングおよび FDDI VLAN に予約さ れて いて、 IGMP ス
ヌーピングでは使用できません。

マ ルチキャ スト  VLAN レジスト レーショ ン （MVR） がイネーブルの場合、 show ip igmp 
snooping mrouter コマン ドは MVR マ ルチキャ スト  ルータの情報および IGMP スヌーピング情
報を表示しま す。

例 次の例では、 show ip igmp snooping mrouter コマン ドの出力を示しま す。 ス イッ チ上でマ ルチ
キャ スト  ルータ  ポート を表示しま す。

Switch# show ip igmp snooping mrouter
Vlan    ports
----    -----
   1    Gi2/0/1(dynamic)

関連コマンド

vlan vlan-id （任意） VLAN を指定しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 1001 および 
1006 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

ip igmp snooping ス イッ チまたは VLAN の  IGMP スヌーピングを イネーブル
にしま す。

ip igmp snooping vlan mrouter マ ルチキャ スト  ルータ  ポート を追加しま す。

ip igmp snooping vlan static レ イヤ 2 ポート をマ ルチキャ スト  グループのメ ンバと して
静的に追加しま す。

show ip igmp snooping ス イッ チまたは VLAN の  IGMP スヌーピング設定を表示し
ま す。

show ip igmp snooping groups ス イッ チまたは指定さ れたパラメ ータの  IGMP スヌーピン
グ マ ルチキャ スト 情報を表示しま す。
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show ip igmp snooping querier
show ip igmp snooping querier
ス イッ チで設定さ れた  IGMP ク エリ アの設定と 動作情報を表示するには、 show ip igmp 
snooping querier detail コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show ip igmp snooping querier [detail | vlan vlan-id [detail]] 

構文の説明 

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ク エリ アと も呼ばれ、 IGMP ク エリ ー メ ッ セージを送信する検出装置の  IGMP バージョ ンおよ
び IP アドレスを表示するには、 show ip igmp snooping querier コマン ドを使用しま す。 サブ
ネッ ト は複数のマ ルチキャ スト  ルータを保有できま すが、 IGMP ク エリ アは 1 つしか保有でき
ません。 IGMPv2 を実行して いるサブネッ ト では、 マ ルチキャ スト  ルータの  1 つがク エリ アと
して設定さ れま す。 ク エリ アには、 レ イヤ 3 ス イッ チを指定できま す。

show ip igmp snooping querier コマン ド出力でも 、 検出さ れたク エリ アの  VLAN およびイン
ターフェ イスを表示しま す。 ク エリ アがス イッ チの場合、出力では [Port] フィ ールドに Router  
が表示さ れま す。 ク エリ アがルータの場合、 出力では、 [Port] フィ ールドにク エリ アを学習し
たポート 番号が表示さ れま す。

show ip igmp snooping querier detail コマン ドは、 show ip igmp snooping querier コマン ドに類
似して いま す。 ただし、 show ip igmp snooping querier コマン ドでは、 ス イッ チ ク エリ アによ
り 直前に検出さ れたデバイス  IP アドレスだけが表示さ れま す。

show ip igmp snooping querier detail コマン ドは、ス イッ チ ク エリ アによって 後に検出さ れた
デバイスの  IP アドレスのほか、 次の追加情報を表示しま す。

• VLAN で選択さ れて いる IGMP ク エリ ア

• VLAN で設定さ れたス イッ チ ク エリ ア （ある場合） に関連する設定および動作情報

例 次の例では、 show ip igmp snooping querier コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show ip igmp snooping querier
Vlan      IP Address     IGMP Version        Port
---------------------------------------------------
1         172.20.50.11   v3                  Gi1/0/1
2         172.20.40.20   v2                  Router

detail （任意） IGMP ク エリ アの詳細情報を表示しま す。

vlan vlan-id [detail] （任意） 指定さ れた  VLAN の  IGMP ク エリ ア情報を表示しま す。 指定
でき る範囲は 1 ～ 1001 または 1006 ～ 4094 です。 詳細情報を表示す
るには、 detail キーワードを使用しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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show ip igmp snooping querier
次の例では、 show ip igmp snooping querier detail コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show ip igmp snooping querier detail

Vlan      IP Address     IGMP Version   Port
-------------------------------------------------------------
1         1.1.1.1        v2             Fa8/0/1 

Global IGMP switch querier status
--------------------------------------------------------
admin state                    : Enabled
admin version                  : 2
source IP address              : 0.0.0.0        
query-interval (sec)           : 60
max-response-time (sec)        : 10
querier-timeout (sec)          : 120
tcn query count                : 2
tcn query interval (sec)       : 10

Vlan 1:   IGMP switch querier status

--------------------------------------------------------
elected querier is 1.1.1.1         on port Fa8/0/1
--------------------------------------------------------
admin state                    : Enabled
admin version                  : 2
source IP address              : 10.1.1.65      
query-interval (sec)           : 60
max-response-time (sec)        : 10
querier-timeout (sec)          : 120
tcn query count                : 2
tcn query interval (sec)       : 10
operational state              : Non-Querier
operational version            : 2
tcn query pending count        : 0

関連コマンド コマンド 説明

ip igmp snooping ス イッ チまたは VLAN の  IGMP スヌーピングを イネーブル
にしま す。

ip igmp snooping querier レ イヤ 2 ネッ ト ワークの IGMP ク エリ ア機能を イネーブル
にしま す。

show ip igmp snooping ス イッ チまたは指定さ れたマ ルチキャ スト  VLAN の  IGMP 
スヌーピング マ ルチキャ スト  ルータ  ポート を表示しま す。
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show ip source binding
show ip source binding
ス イッ チ上の  IP ソース  バインディ ングを表示するには、 show ip source binding コマン ドを  
EXEC モードで使用しま す。

show ip source binding [ip-address] [mac-address] [dhcp-snooping | static] [interface 
interface-id] [vlan vlan-id]

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン show ip source binding コマン ドの出力は、DHCP スヌーピング バインディ ング データベース内
のダイナミ ッ ク およびスタティ ッ ク に設定さ れたバインディ ングを表示しま す。

ダイナミ ッ ク に設定さ れたバインディ ングだけを表示するには、show ip dhcp snooping binding 
特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

例 次の例では、 show ip source binding コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show ip source binding
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
--------------      ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
00:00:00:0A:00:0B   11.0.0.1         infinite    static         10    GigabitEthernet1/0/1
00:00:00:0A:00:0A   11.0.0.2         10000       dhcp-snooping  10    GigabitEthernet1/0/1

関連コマンド

ip-address （任意） 特定の  IP アドレスの  IP 送信元バインディ ングを表示しま す。

mac-address （任意） 特定の  MAC アドレスの  IP 送信元バインディ ングを表示し
ま す。

dhcp-snooping （任意） DHCP スヌーピングによって学習さ れた  IP 送信元バインディ
ングを表示しま す。

static （任意） スタティ ッ ク  IP 送信元バインディ ングを表示しま す。

interface interface-id （任意） 特定のインターフェ イス上の  IP 送信元バインディ ングを表示
しま す。

vlan vlan-id （任意） 特定の  VLAN 上の  IP 送信元バインディ ングを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング バインディ ング データベースを設定し
ま す。

ip source binding ス イッ チにスタティ ッ ク  IP 送信元バインディ ングを設定し
ま す。
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show ip verify source
show ip verify source
ス イッ チ上または特定のインターフェ イス上の  IP ソース  ガードの設定を表示するには、 show 
ip verify source コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show ip verify source [interface interface-id] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC 

コマンド 履歴

例 次の例では、 show ip verify source コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show ip verify source
Interface  Filter-type  Filter-mode  IP-address       Mac-address     Vlan
---------  -----------  -----------  ---------------  --------------  ---------
gi1/0/1        ip           active       10.0.0.1                         10
gi1/0/1        ip           active       deny-all                         11-20
gi1/0/2        ip           inactive-trust-port
gi1/0/3        ip           inactive-no-snooping-vlan
gi1/0/4        ip-mac       active       10.0.0.2         aaaa.bbbb.cccc  10
gi1/0/4        ip-mac       active       deny-all         deny-all        12-20
gi1/0/4        ip-mac       active       11.0.0.1         aaaa.bbbb.cccd  11
gi1/0/4        ip-mac       active       deny-all         deny-all        12-20
gi1/0/5        ip-mac       active       10.0.0.3         permit-all      10
gi1/0/5        ip-mac       active       deny-all         permit-all      11-20

上記の例では、 IP 送信元ガードの設定は次のよ うになり ま す。

• Gigabit Ethernet 1 インターフェ イスでは、DHCP スヌーピングは VLAN 10 ～ 20 上でイネー
ブルです。 VLAN 10 では、 IP アドレス  フィ ルタ リ ングによ る IP ソース  ガードがインター
フェ イスで設定さ れ、 バインディ ングがインターフェ イスに存在しま す。 VLAN 11 ～ 20 
では、 2 番めのエント リ が、 IP ソース  ガードが設定さ れて いない VLAN の インターフェ イ
スで、 デフォ ルト  ポート のアク セス  コ ント ロール リ スト （ACL） が適用さ れて いるこ と
を示しま す。

• Gigabit Ethernet 2 インターフェ イスは、 信頼性のある DHCP スヌーピングと して設定さ れ
て いま す。

• Gigabit Ethernet 3 インターフェ イスでは、 DHCP スヌーピングは、 インターフェ イスが所属
する VLAN 上でイネーブルではあり ません。

• Gigabit Ethernet 4 インターフェ イスでは、 送信元 IP および MAC アドレスのフィ ルタ リ ン
グによ る IP ソース  ガードがイネーブルで、 スタティ ッ ク な IP 送信元バインディ ングが 
VLAN 10 と  11 で設定さ れま す。 VLAN 12 ～ 20 では、 IP ソース  ガードが設定さ れて いな
い VLAN のインターフェ イスで、 デフォ ルト  ポート の ACL が適用さ れて いま す。

interface interface-id （任意） 特定の インターフェ イス上の  IP 送信元ガードの設定を表示
しま す。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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show ip verify source
• Gigabit Ethernet 5 インターフェ イスでは、 送信元 IP および MAC アドレスのフィ ルタ リ ン
グによ る IP ソース  ガードがイネーブルで、 スタティ ッ ク な IP バインディ ングで設定さ れ
て いま すが、 ポート  セキュ リ ティ はディ セーブルです。 ス イッ チは、 送信元 MAC アドレ
スをフィ ルタ リ ングできません。

次の例では、 IP 送信元ガードがディ セーブルにさ れた インターフェ イスの出力を示しま す。

Switch# show ip verify source gigabitethernet1/0/6  
IP source guard is not configured on the interface gi1/0/6.

関連コマンド コマンド 説明

ip verify source インターフェ イス上の  IP 送信元ガードを イネーブルにしま す。
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show ipv6 mld snooping
show ipv6 mld snooping
ス イッ チまたは VLAN の  IP Version 6 （IPv6） Multicast Listener Discovery （MLD） スヌーピン
グ設定を表示するには、 show ipv6 mld snooping コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show ipv6 mld snooping [vlan vlan-id] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ス イッ チまたは特定の VLAN の  MLD スヌーピングの設定を表示するのにこ のコマン ドを使用
しま す。

1002 ～ 1005 の  VLAN 番号は、 ト ーク ンリ ング VLAN および FDDI VLAN のために予約さ れて
いるため、 MLD スヌーピングには使用できません。

デュ アル IPv4/IPv6 テンプレート を設定するには、sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 グローバル コ
ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力し、 ス イッ チを リ ロー ドしま す （Catalyst 2960 ス イッ チ
のみ）。

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。
Catalyst 2960 ス イッ チには、 デュ アル IPv4/IPv6 Switch Database Management （SDM） テンプ
レート が設定さ れて いる必要があり ま す （Catalyst 2960-S ス イッ チには必要あり ません）。

例 次の例では、 show ipv6 mld snooping vlan  コマン ドの出力を示しま す。 こ こ では、 特定の  
VLAN のスヌーピング特性を表示しま す。

Switch# show ipv6 mld snooping vlan 100
Global MLD Snooping configuration:
-------------------------------------------
MLD snooping                  : Enabled
MLDv2 snooping (minimal)      : Enabled
Listener message suppression  : Enabled
TCN solicit query             : Disabled
TCN flood query count         : 2
Robustness variable           : 3
Last listener query count     : 2
Last listener query interval  : 1000
Vlan 100:
--------
MLD snooping                        : Disabled
MLDv1 immediate leave               : Disabled

vlan vlan-id （任意） VLAN を指定しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 1001 および 
1006 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(40)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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show ipv6 mld snooping
Explicit host tracking              : Enabled
Multicast router learning mode      : pim-dvmrp
Robustness variable                 : 3
Last listener query count           : 2
Last listener query interval        : 1000

次の例では、 show ipv6 mld snooping コマン ドの出力を示しま す。 こ こ では、 ス イッ チ上の  
VLAN すべてのスヌーピング特性を表示しま す。

Switch# show ipv6 mld snooping
Global MLD Snooping configuration:
-------------------------------------------
MLD snooping                  : Enabled
MLDv2 snooping (minimal)      : Enabled
Listener message suppression  : Enabled
TCN solicit query             : Disabled
TCN flood query count         : 2
Robustness variable           : 3
Last listener query count     : 2
Last listener query interval  : 1000

Vlan 1:
--------
MLD snooping                        : Disabled
MLDv1 immediate leave               : Disabled
Explicit host tracking              : Enabled
Multicast router learning mode      : pim-dvmrp
Robustness variable                 : 1
Last listener query count           : 2
Last listener query interval        : 1000

<output truncated>

Vlan 951:
--------
MLD snooping                        : Disabled
MLDv1 immediate leave               : Disabled
Explicit host tracking              : Enabled
Multicast router learning mode      : pim-dvmrp
Robustness variable                 : 3
Last listener query count           : 2
Last listener query interval        : 1000

関連コマンド コマンド 説明

ipv6 mld snooping ス イッ チ上または VLAN 上の  MLD スヌーピングを イネー
ブルにし、 設定を行いま す。

sdm prefer ス イッ チの使用方法に基づきシステ ム リ ソースを 適化す
るよ う  SDM テンプレート を設定しま す。
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show ipv6 mld snooping address
show ipv6 mld snooping address
Multicast Listener Discovery （MLD） スヌーピングが保持するすべての、 または指定さ れた  IP 
version 6 （IPv6） マ ルチキャ スト  アドレス情報を表示するには、 show ipv6 mld snooping 
address コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show ipv6 mld snooping address [[vlan vlan-id] [ipv6 address]] [vlan vlan-id] [count | dynamic 
| user] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン IPv6 マ ルチキャ スト  アドレス情報を表示するのに、 こ のコマン ドを使用しま す。

VLAN ID を入力した後に限り 、 IPv6 マ ルチキャ スト  アドレスを入力できま す。

1002 ～ 1005 の  VLAN 番号は、 ト ーク ンリ ング VLAN および FDDI VLAN のために予約さ れて
いるため、 MLD スヌーピングには使用できません。

学習さ れたグループに関する情報だけを表示するには、 dynamic キーワードを使用しま す。 設
定さ れたグループに関する情報だけを表示するには、 user キーワードを使用しま す。

デュ アル IPv4/IPv6 テンプレート を設定するには、sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 グローバル コ
ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力し、 ス イッ チを リ ロー ドしま す （Catalyst 2960 ス イッ チ
のみ）。

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。
Catalyst 2960 ス イッ チには、 デュ アル IPv4/IPv6 Switch Database Management （SDM） テンプ
レート が設定さ れて いる必要があり ま す （Catalyst 2960-S ス イッ チには必要あり ません）。

vlan vlan-id （任意） MLD スヌーピング マ ルチキャ スト  アドレス情報を表示する 
VLAN を指定しま す。指定でき る VLAN ID の範囲は 1 ～ 1001 および 
1006 ～ 4094 です。

ipv6-multicast-address （任意） 指定さ れた  IPv6 マ ルチキャ スト  アドレスに関する情報を表示
しま す。 このキーワードは、 VLAN ID を入力した場合だけ使用でき
ま す。

count （任意） ス イッ チ上または指定さ れた  VLAN のマ ルチキャ スト  グルー
プ数を表示しま す。

dynamic （任意） MLD スヌーピング学習グループ情報を表示しま す。

user （任意） MLD スヌーピング ユーザ設定グループ情報を表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(40)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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show ipv6 mld snooping address
例 次の例では、 show snooping address コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show ipv6 mld snooping address

Vlan Group Type Version Port List
-------------------------------------------------------------
2 FF12::3 user Fa1/0/2, Gi2/0/2, Gi3/0/1,Gi3/0/3

次の例では、 show snooping address count コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show ipv6 mld snooping address count
Total number of multicast groups: 2

次の例では、 show snooping address user コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show ipv6 mld snooping address user
Vlan Group  Type Version Port List
-------------------------------------------------------------
2 FF12::3 user v2 Fa1/0/2, Gi2/0/2, Gi3/0/1,Gi4/0/3

関連コマンド コマンド 説明

ipv6 mld snooping vlan VLAN で IPv6 MLD スヌーピングを設定しま す。

sdm prefer ス イッ チの使用方法に基づきシステ ム リ ソースを 適化す
るよ う  SDM テンプレート を設定しま す。
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show ipv6 mld snooping mrouter
show ipv6 mld snooping mrouter
ス イッ チまたは VLAN に対して動的に学習さ れ、 手動で設定さ れた  IP Version 6 （IPv6）
Multicast Listener Discovery （MLD） ルータ  ポート を表示するには、 show ipv6 mld snooping 
mrouter コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show ipv6 mld snooping mrouter [vlan vlan-id] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ス イッ チまたは特定の VLAN の  MLD スヌーピング ルータ  ポート を表示するには、こ のコマン
ドを使用しま す。

1002 ～ 1005 の  VLAN 番号は、 ト ーク ンリ ング VLAN および FDDI VLAN のために予約さ れて
いるため、 MLD スヌーピングには使用できません。

デュ アル IPv4/IPv6 テンプレート を設定するには、sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 グローバル コ
ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力し、 ス イッ チを リ ロー ドしま す （Catalyst 2960 ス イッ チ
のみ）。

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。
Catalyst 2960 ス イッ チには、 デュ アル IPv4/IPv6 Switch Database Management （SDM） テンプ
レート が設定さ れて いる必要があり ま す （Catalyst 2960-S ス イッ チには必要あり ません）。

例 次の例では、 show ipv6 mld snooping mrouter コマン ドの出力を示しま す。 MLD スヌーピング
に参加する、 ス イッ チのすべての  VLAN のスヌーピング特性が表示さ れま す。

Switch# show ipv6 mld snooping mrouter
Vlan    ports
----    -----
   2    Gi1/0/11(dynamic)
  72    Gi1/0/11(dynamic)
 200    Gi1/0/11(dynamic)

次の例では、 show ipv6 mld snooping mrouter vlan コマン ドの出力を示しま す。 特定の VLAN 
のマ ルチキャ スト  ルータ  ポート が表示さ れま す。

Switch# show ipv6 mld snooping mrouter vlan 100
Vlan    ports
----    -----
   2    Gi1/0/11(dynamic)

vlan vlan-id （任意） VLAN を指定しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 1001 および 
1006 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)SED このコマン ドが追加さ れま した。 
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show ipv6 mld snooping mrouter
関連コマンド コマンド 説明

ipv6 mld snooping ス イッ チ上または VLAN 上の  MLD スヌーピングを イネー
ブルにし、 設定を行いま す。

ipv6 mld snooping vlan mrouter 
interface interface-id | static 
ipv6-multicast-address interface 
interface-id]

VLAN にマ ルチキャ スト  ルータ  ポート を設定しま す。

sdm prefer ス イッ チの使用方法に基づきシステ ム リ ソースを 適化す
るよ う  SDM テンプレート を設定しま す。
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show ipv6 mld snooping querier
show ipv6 mld snooping querier
ス イッ チまたは VLAN が受信した 新の  IP Version 6 （IPv6） Multicast Listener Discovery
（MLD） スヌーピング ク エリ ア関連情報を表示するには、 show ipv6 mld snooping querier コマ
ン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show ipv6 mld snooping querier [vlan vlan-id] [detail] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン MLD ク エリ ー メ ッ セージを送信する検出さ れた装置 （ク エリ アと も呼ばれる） の  MLD バー
ジョ ンおよび IPv6 アドレスを表示するには、show ipv6 mld snooping querier コマン ドを使用し
ま す。サブネッ ト は複数のマ ルチキャ スト  ルータを持つこ と ができま すが、MLD ク エリ アは 1 
つだけです。 ク エリ アには、 レ イヤ 3 ス イッ チを指定できま す。

show ipv6 mld snooping querier コマン ド出力は、ク エリ アが検出さ れた  VLAN およびインター
フェ イスも表示しま す。 ク エリ アがス イッ チの場合、出力では [Port] フィ ールドに Router  が表
示さ れま す。 ク エリ アがルータの場合、 出力では、 [Port] フィ ールドにク エリ アを学習した
ポート 番号が表示さ れま す。

show ipv6 mld snoop querier vlan コマン ドの出力では、 外部または内部ク エリ アからのク エ
リ ー メ ッ セージに応答して受信さ れた情報を表示しま す。 特定の  VLAN 上のスヌーピング ロ
バスト ネス変数などのユーザ設定の VLAN 値は表示さ れません。 こ のク エリ ア情報は、 ス イッ
チが送信する MASQ メ ッ セージ上だけで使用さ れま す。 ク エリ ー メ ッ セージに応答し ないメ
ンバを期限切れにするのに使用するユーザ設定のロバスト ネス変数は無効にはなり ません。

1002 ～ 1005 の  VLAN 番号は、 ト ーク ンリ ング VLAN および FDDI VLAN のために予約さ れて
いるため、 MLD スヌーピングには使用できません。

デュ アル IPv4/IPv6 テンプレート を設定するには、sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 グローバル コ
ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力し、 ス イッ チを リ ロー ドしま す （Catalyst 2960 ス イッ チ
のみ）。

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。
Catalyst 2960 ス イッ チには、 デュ アル IPv4/IPv6 Switch Database Management （SDM） テンプ
レート が設定さ れて いる必要があり ま す （Catalyst 2960-S ス イッ チには必要あり ません）。

vlan vlan-id （任意） VLAN を指定しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 1001 および 
1006 ～ 4094 です。

detail （任意） ス イッ チまたは VLAN の  MLD スヌーピングの詳細なク エリ
ア情報を表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(40)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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show ipv6 mld snooping querier
例 次の例では、 show ipv6 mld snooping querier コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show ipv6 mld snooping querier
Vlan      IP Address               MLD Version Port
-------------------------------------------------------------
2 FE80::201:C9FF:FE40:6000 v1 Gi0/1

次の例では、 show ipv6 mld snooping querier detail コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show ipv6 mld snooping querier detail
Vlan      IP Address               MLD Version Port
-------------------------------------------------------------
2 FE80::201:C9FF:FE40:6000 v1 Gi0/1

次の例では、 show ipv6 mld snooping querier vlan コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show ipv6 mld snooping querier vlan 2
IP address : FE80::201:C9FF:FE40:6000 
MLD version : v1
Port : Gi3/0/1
Max response time : 1000s

関連コマンド コマンド 説明

ipv6 mld snooping ス イッ チ上または VLAN 上の  IPv6 MLD スヌーピングを イネー
ブルにし、 設定を行いま す。

ipv6 mld snooping 
last-listener-query-count

MLD ク ラ イアント が期限切れになる前にス イッ チが送信するク
エリ ーの 大数を設定しま す。

ipv6 mld snooping 
last-listener-query-interval

ス イッ チがク エリ ーを送信してから、 マ ルチキャ スト  グループ
からポート を削除する前に待機する 大応答時間を設定しま す。

ipv6 mld snooping 
robustness-variable

応答がない場合、 マ ルチキャ スト  アドレスが期限切れになる前
にス イッ チが送信するク エリ ーの 大数を設定しま す。

sdm prefer ス イッ チの使用方法に基づきシステ ム リ ソースを 適化するよ
う  SDM テンプレート を設定しま す。

ipv6 mld snooping ス イッ チ上または VLAN 上の  IPv6 MLD スヌーピングを イネー
ブルにし、 設定を行いま す。
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show ipv6 route updated
show ipv6 route updated
IPv6 ルーティ ング テーブルの現在の内容を表示するには、show ipv6 route updated コマン ドを  
EXEC モードで使用しま す。

show ipv6 route [protocol] updated [boot-up]{hh:mm | day{month [hh:mm]} [{hh:mm | 
day{month [hh:mm]}] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン IPv6 ルーティ ング テーブルの現在の内容を表示するには、 show ipv6 route 特権 EXEC コマン
ドを使用しま す。

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

protocol （任意） 次のいずれかのキーワードを使用して指定した ルーティ ング 
プロト コ ルの ルート を表示しま す。

• bgp

• isis

• ospf

• rip

または、 次のいずれかのキーワードを使用して指定した ルート  タ イプ
の ルート を表示しま す。

• connected

• local

• static

• interface interface id

boot-up IPv6 ルーティ ング テーブルの現在の内容を表示しま す。

hh:mm 24 時間表記の  2 桁の数値で時刻を入力しま す。 必ずコ ロ ン （:） を使
用してく ださ い。 たと えば、 13:32 のよ うに入力しま す。

day 日にちを入力しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 31 です。

month 月を大文字または小文字で入力しま す。 January または august など、
月の名前を すべて入力するこ と も 、 jan または Aug のよ うに月の名前
の 初の  3 文字を入力するこ と も できま す。

リ リース 変更内容

12.2(40)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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show ipv6 route updated
例 次の例では、 show ipv6 route updated rip コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show ipv6 route rip updated
IPv6 Routing Table - 12 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
B - BGP, R - RIP, I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2
IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
R 2001::/64 [120/2]
via FE80::A8BB:CCFF:FE00:8D01, GigabitEthernet0/1
Last updated 10:31:10 27 February 2007
R 2004::/64 [120/2]
via FE80::A8BB:CCFF:FE00:9001, GigabitEthernet0/2
Last updated 17:23:05 22 February 2007
R 4000::/64 [120/2]
via FE80::A8BB:CCFF:FE00:9001, GigabitEthernet0/3
Last updated 17:23:05 22 February 2007
R 5000::/64 [120/2]
via FE80::A8BB:CCFF:FE00:9001, GigabitEthernet0/4
Last updated 17:23:05 22 February 2007
R 5001::/64 [120/2]
via FE80::A8BB:CCFF:FE00:9001, GigabitEthernet0/5
Last updated 17:23:05 22 February 2007

関連コマンド コマンド 説明

show ipv6 route IPv6 ルーティ ング テーブルの現在の内容を表示しま す。
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show lacp
show lacp 
Link Aggregation Control Protocol （LACP） チャ ネル グループ情報を表示するには、 show lacp 
コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show lacp [channel-group-number] {counters | internal | neighbor | sys-id} 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン show lacp コマン ドを入力すると 、 アク ティ ブなチャ ネル グループの情報が表示さ れま す。 特
定のチャ ネル情報を表示するには、 チャ ネル グループ番号を指定して  show lacp コマン ドを入
力しま す。

チャ ネル グループを指定し ない場合は、 すべてのチャ ネル グループが表示さ れま す。

channel-group-number オプショ ンを入力するこ と で、 sys-id 以外のすべてのキーワードでチャ
ネル グループを指定できま す。

例 次の例では、 show lacp counters コマン ドの出力を示しま す。 表 2-40 に、 出力内のフィ ールド
の説明を示しま す。

Switch# show lacp counters
               LACPDUs         Marker      Marker Response    LACPDUs
Port         Sent   Recv     Sent   Recv     Sent   Recv      Pkts Err
---------------------------------------------------------------------
Channel group:1
Gi2/0/1  19     10       0      0        0      0         0     
Gi2/0/2  14     6        0      0        0      0         0     

channel-group-number （任意） チャ ネル グループの番号です。 指定でき る範囲は 1 ～ 6 です。

counters ト ラフィ ッ ク情報を表示しま す。

internal 内部情報を表示しま す。

neighbor ネイバー情報を表示しま す。

sys-id LACP で使用さ れるシステ ム ID を表示しま す。システ ム ID は、LACP 
システ ム プラ イオリ ティ およびス イッ チ MAC アドレスで構成さ れて
いま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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show lacp
 

次の例では、 show lacp internal コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show lacp 1 internal 
Flags:  S - Device is requesting Slow LACPDUs
        F - Device is requesting Fast LACPDUs
        A - Device is in Active mode       P - Device is in Passive mode 

Channel group 1
                              LACP port     Admin     Oper    Port     Port
Port        Flags   State     Priority      Key       Key     Number   State
Gi2/0/1 SA      bndl      32768         0x3       0x3     0x4      0x3D  
Gi2/0/2 SA      bndl      32768         0x3       0x3     0x5      0x3D  

表 2-41 に、 出力内のフィ ールドの説明を示しま す。

 

表 2-40 show lacp counters のフィ ールドの説明

フィ ールド 説明

LACPDUs Sent および Recv ポート によって送受信さ れた  LACP パケッ ト 数

Marker Sent および Recv ポート によって送受信さ れた  LACP Marker パケッ ト 数

Marker Response Sent および 
Recv

ポート によって送受信さ れた  LACP Marker 応答パケッ ト 数

LACPDUs Pkts および Err ポート の LACP によって受信さ れた、 未知で不正なパケッ
ト 数

表 2-41 show lacp internal のフィ ールドの説明

フィ ールド 説明

State 特定のポート の状態。 次に使用可能な値を示しま す。

• – ： ポート は unknown ステート です。

• bndl ： ポート がアグリ ゲータに接続さ れ、 他のポート
と バン ド ルさ れて いま す。

• susp ： ポート が中断さ れて いる状態で、 アグリ ゲータ
には接続さ れて いません。

• hot-sby ： ポート がホッ ト スタ ンバイの状態です。

• indiv ： ポート をその他ポート と と も にバン ド ルできま
せん。

• indep ： ポート は independent ステート です。 バン ド ル
さ れて いませんが、 データ  ト ラフィ ッ クを切り 替える
こ と ができま す。 この場合、 LACP は相手側ポート で
実行さ れて いません。

• down ： ポート がダウンして いま す。

LACP Port Priority ポート のプラ イオリ ティ 設定。 互換性のあるすべてのポー
ト が集約するこ と を回避するため、 ハード ウェアの制限が
ある場合、 LACP はポート  プラ イオリ ティ により ポート を
スタ ンバイ モードにしま す。
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show lacp
次の例では、 show lacp neighbor コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show lacp neighbor 
Flags:  S - Device is sending Slow LACPDUs F - Device is sending Fast LACPDUs
        A - Device is in Active mode       P - Device is in Passive mode     

Channel group 3 neighbors

Partner’s information:

          Partner               Partner                     Partner
Port      System ID             Port Number     Age         Flags
Gi2/0/1   32768,0007.eb49.5e80  0xC              19s        SP

          LACP Partner         Partner         Partner
          Port Priority        Oper Key        Port State
          32768                0x3             0x3C

Partner’s information:

          Partner               Partner                     Partner
Port      System ID             Port Number     Age         Flags

          LACP Partner         Partner         Partner
          Port Priority        Oper Key        Port State
          32768                0x3             0x3C

Admin Key ポート に割り 当てら れた管理用のキー。 LACP は自動的に
管理用のキー値を生成しま す （16 進数）。 管理用のキー
は、 ポート が他のポート と 集約でき る能力を定義しま す。
その他のポート と 統合するポート の機能は、 ポート の物理
特性 （たと えば、 データ  レート やデュプレッ ク ス機能）
と 、 設定した設定制限によって判断さ れま す。

Oper Key ポート で使用さ れる実行時の操作キー。 LACP は自動的に
値を生成しま す （16 進数）。

Port Number ポート 番号。

Port State ポート の状態変数。 1 つのオク テッ ト 内で個々の ビッ ト と
してエンコードさ れ、 次のよ うな意味になり ま す。

• bit0 ： LACP のアク ティ ビティ

• bit1 ： LACP のタ イ ムアウト

• bit2 ： 集約

• bit3 ： 同期

• bit4 ： 収集

• bit5 ： 配信

• bit6 ： デフォ ルト

• bit7 ： 期限切れ

（注） 上のリ スト では、 bit7 が MSB で bit0 は LSB です。

表 2-41 show lacp internal のフィ ールドの説明 （続き）

フィ ールド 説明
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show lacp
次の例では、 show lacp sys-id コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show lacp sys-id 
32765,0002.4b29.3a00

システ ム ID は、 システ ム プラ イオリ ティ およびシステ ム MAC アドレスで構成さ れて いま す。
初の  2 バイト はシステ ム プラ イオリ ティ 、 後の  6 バイト はグローバルに管理さ れて いるシ

ステ ム関連の個々の  MAC アドレスです。

関連コマンド コマンド 説明

clear lacp LACP チャ ネル グループ情報を消去しま す。

lacp port-priority LACP ポート  プラ イオリ ティ を設定しま す。

lacp system-priority LACP システ ム プラ イオリ ティ を設定しま す。
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show link state group
show link state group
リ ンク ステート  グループ情報を表示するには、 show link state group 特権 EXEC コマン ドを使
用しま す。

show link state group [number] [detail] 

構文の説明

デフォ ルト デフォ ルト はあり ません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン リ ンク ステート  グループ情報を表示するには、 show link state group コマン ドを使用しま す。
キーワードを指定せずにこ のコマン ドを入力すると 、 すべてのリ ンク ステート  グループの情報
が表示さ れま す。 特定のグループの情報を表示するには、 グループ番号を入力しま す。

グループの詳細情報を表示するには、 detail キーワードを入力しま す。 show link state group 
detail コマン ドの出力では、 リ ンク ステート  ト ラッ キングがイネーブルになって いるか、 また
はアッ プスト リ ー ムまたはダウンスト リ ー ム （あるいはその両方） インターフェ イスが設定さ
れたリ ンク ステート  グループだけが表示さ れま す。 グループにリ ンク ステート  グループ設定
がない場合、 イネーブルまたはディ セーブルと して表示さ れません。

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

例 次の例では、 show link state group 1 コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show link state group 1
Link State Group: 1      Status: Enabled, Down

次の例では、 show link state group detail コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show link state group detail
(Up):Interface up   (Dwn):Interface Down   (Dis):Interface disabled

Link State Group: 1 Status: Enabled, Down
Upstream Interfaces : Gi1/0/15(Dwn) Gi1/0/16(Dwn)
Downstream Interfaces : Gi1/0/11(Dis) Gi1/0/12(Dis) Gi1/0/13(Dis) Gi1/0/14(Dis)

Link State Group: 2 Status: Enabled, Down
Upstream Interfaces : Gi1/0/15(Dwn) Gi1/0/16(Dwn) Gi1/0/17(Dwn)
Downstream Interfaces : Gi1/0/11(Dis) Gi1/0/12(Dis) Gi1/0/13(Dis) Gi1/0/14(Dis)

number （任意） リ ンク ステート  グループの番号です。

detail （任意） 詳細情報を表示するよ う指定しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)SEE このコマン ドが追加さ れま した。 
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show link state group
(Up):Interface up (Dwn):Interface Down (Dis):Interface disabled

関連コマンド コマンド 説明

link state group リ ンク ステート  グループのメ ンバと して インターフェ イスを設定
しま す。

link state track リ ンク ステート  グループを イネーブルにしま す。

show running-config 現在の動作設定を表示しま す。
2-575
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
show location
show location
エン ドポイント のロケーショ ン情報を表示するには、 show location コマン ドを  EXEC モードで
使用しま す。

show location admin-tag 

show location civic-location {identifier id number | interface interface-id | static} 

show location elin-location {identifier id number | interface interface-id | static} 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン エン ドポイント のロケーショ ン情報を表示するには、 show location コマン ドを使用しま す。

例 次の例では、 インターフェ イスのロケーショ ン情報を表示する show location civic-location コマ
ン ドの出力を示しま す。

Switch# show location civic interface gigibitethernet2/0/1 
Civic location information
--------------------------
Identifier              : 1
County                  : Santa Clara
Street number           : 3550
Building                : 19
Room                    : C6
Primary road name       : Cisco Way
City                    : San Jose
State                   : CA
Country                 : US

admin-tag 管理タ グまたはサイト 情報を表示しま す。

civic-location 都市ロケーショ ン情報を表示しま す。

elin-location 緊急ロケーショ ン情報 （ELIN） を表示しま す。

identifier id 都市ロケーショ ンまたは elin ロケーショ ンの  ID を指定しま す。
指定でき る ID 範囲は 1 ～ 4095 です。

interface interface-id （任意） 指定さ れた インターフェ イスまたはすべての インター
フェ イスに対するロケーショ ン情報を表示しま す。 有効なイン
ターフェ イスには、 物理ポート が含ま れま す。

static スタティ ッ ク  コ ンフィ ギュレーショ ン情報を表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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show location
次の例では、 すべての都市ロケーショ ン情報を表示する show location civic-location コマン ドの
出力を示しま す。

Switch# show location civic-location static
Civic location information
--------------------------
Identifier              : 1
County                  : Santa Clara
Street number           : 3550
Building                : 19
Room                    : C6
Primary road name       : Cisco Way
City                    : San Jose
State                   : CA
Country                 : US
Ports                   : Gi0/1 
--------------------------
Identifier              : 2
Street number           : 24568
Street number suffix    : West
Landmark                : Golden Gate Bridge
Primary road name       : 19th Ave
City                    : San Francisco
Country                 : US
--------------------------

次の例では、 緊急ロケーショ ン情報を表示する show location elin-location コマン ドの出力を示
しま す。

Switch# show location elin-location identifier 1
Elin location information
--------------------------
Identifier : 1
Elin       : 14085553881
Ports      : Gi0/2 

次の例では、 すべての緊急ロケーショ ン情報を表示する show location elin static コマン ドの出
力を示しま す。

Switch# show location elin static 
Elin location information
--------------------------
Identifier : 1
Elin       : 14085553881
Ports      : Gi0/2 
--------------------------
Identifier : 2
Elin       : 18002228999
--------------------------

関連コマンド コマンド 説明

location （グローバル コ ンフィ
ギュレーショ ン） 

エン ドポイント にグローバル ロケーショ ン情報を設定し
ま す。

location （インターフェ イス  コ ン
フィ ギュレーショ ン）

インターフェ イスにロケーショ ン情報を設定しま す。
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show logging onboard
オンボード障害ロギング （OBFL） 情報を表示するには、 show logging onboard 特権 EXEC コマ
ン ドを使用しま す。

show logging onboard [module [switch-number]] {{clilog | environment | message | poe | 
temperature | uptime | voltage} [continuous | detail | summary] [start hh:mm:ss day month 
year] [end hh:mm:ss day month year]} 

構文の説明 module [switch-number] （任意） 指定したス イッ チの  OBFL 情報を表示しま す。

ス イッ チ番号 （スタッ ク  メ ンバ番号） を指定するには、
switch-number パラメ ータを使用しま す。 ス イッ チがスタ ン ドア
ロ ン ス イッ チの場合、 ス イッ チ番号は 1 です。 ス イッ チがス
タッ ク内にある場合、 スタッ ク内のス イッ チ メ ンバ番号に応じ
て  1 ～ 8 を指定できま す。

このパラメ ータの詳細については、 このコマン ドの 「使用上の
ガイ ド ラ イン」 を参照してく ださ い。

clilog スタ ン ドアロ ン ス イッ チまたは指定したスタッ ク  メ ンバに入力
さ れた  OBFL CLI コマン ドを表示しま す。

environment スタ ン ドアロ ン ス イッ チまたは指定したスタッ ク  メ ンバ、 およ
び接続さ れて いるすべての  FRU デバイスの  Unique Device 
Identifier （UDI） 情報を表示しま す。 こ の情報には、 製品識別
（PID）、 Version Identification （VID）、 およびシリ アル番号が含
ま れま す。

message スタ ン ドアロ ン ス イッ チまたは指定したスタッ ク  メ ンバによっ
て生成さ れた ハード ウェア関連のシステ ム メ ッ セージを表示し
ま す。

poe スタ ン ドアロ ン ス イッ チまたは指定したスタッ ク  メ ンバの PoE 
ポート の消費電力を表示しま す。

temperature スタ ン ドアロ ン ス イッ チまたは指定したスタッ ク  メ ンバの温度
を表示しま す。

uptime スタ ン ドアロ ン ス イッ チまたは指定したスタッ ク  メ ンバの起動
時刻、 スタ ン ドアロ ン ス イッ チまたは指定したスタッ ク  メ ンバ
の再起動の理由、 およびスタ ン ドアロ ン ス イッ チまたは指定し
たスタッ ク  メ ンバの 後の再起動からの稼働時間を表示しま す。

voltage スタ ン ドアロ ン ス イッ チまたは指定したス イッ チ スタッ ク  メ ン
バのシステ ム電圧を表示しま す。

continuous （任意） 連続フ ァイ ルのデータを表示しま す。

summary （任意） サマリ ー フ ァイ ルのデータを表示しま す。

start hh:mm:ss day month 
year

（任意） 指定した日時からのデータを表示しま す。 詳細について
は、 「使用上のガイ ド ラ イン」 を参照してく ださ い。

end hh:mm:ss day month year （任意） 指定した日時までのデータを表示しま す。 詳細について
は、 「使用上のガイ ド ラ イン」 を参照してく ださ い。

detail （任意） 連続データ およびサマリ ー データの両方を表示しま す。
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show logging onboard
コマンド  デフォルト デフォ ルト はあり ません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン OBFL がイネーブルの場合、 ス イッ チはすべてのデータが格納さ れる連続フ ァイ ルに OBFL 
データを記録しま す。 連続フ ァイ ルは循環式です。 連続フ ァイ ルがいっぱいになると 、 ス イッ
チはサマリ ー フ ァイ ル （別名、 履歴フ ァイ ル） にデータをまと めま す。 サマリ ー フ ァイ ルを
作成すると 、 連続フ ァイ ルのスペースが解放さ れるので、 ス イッ チは新し いデータを書き込め
ま す。

module キーワードを入力し、 ス イッ チ番号を入力し なかった場合、 OBFL をサポート するス
タッ ク  メ ンバに関する OBFL 情報が表示さ れま す。

特定の時間内にだけ収集さ れたデータを表示するには、 start キーワードと  end キーワードを使
用しま す。 start 時刻および end 時刻を指定すると き には、 次の注意事項に従ってく ださ い。

• hh:mm:ss ： 24 時間表記の  2 桁の数値で時刻を入力しま す。 必ずコ ロ ン （:） を使用してく だ
さ い。 たと えば、 13:32:45 のよ うに入力しま す。

• day ： 日にちを入力しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 31 です。

• month ： 月を大文字または小文字で入力しま す。 January または august など、 月の名前を
すべて入力するこ と も 、 jan または Aug のよ うに月の名前の 初の  3 文字を入力するこ と
も できま す。

• year ： 4 桁の数字で年を入力しま す （例 ： 2008）。 指定でき る範囲は 1993 ～ 2035 です。

（注） こ のコマン ドは、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チのみでサポート
さ れて いま す。

例 次の例では、 show logging onboard clilog continuous コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show logging onboard clilog continuous
--------------------------------------------------------------------------------
CLI LOGGING CONTINUOUS INFORMATION
--------------------------------------------------------------------------------
MM/DD/YYYY HH:MM:SS COMMAND
--------------------------------------------------------------------------------
05/12/2006 15:33:17 show logging onboard temperature detail
05/12/2006 15:33:21 show logging onboard voltage detail
05/12/2006 15:33:32 show logging onboard poe detail
05/12/2006 16:14:09 show logging onboard temperature summary
...
<output truncated>
....
05/16/2006 13:07:53 no hw-module module logging onboard message level
05/16/2006 13:16:13 show logging onboard uptime continuous
05/16/2006 13:39:18 show logging onboard uptime summary
05/16/2006 13:45:57 show logging onboard clilog summary
--------------------------------------------------------------------------------

リ リース 変更内容

12.2(53)SE1 このコマン ドが追加さ れま した。 
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次の例では、 show logging onboard message コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show logging onboard message
--------------------------------------------------------------------------------
ERROR MESSAGE SUMMARY INFORMATION
--------------------------------------------------------------------------------
Facility-Sev-Name      | Count | Persistence Flag
MM/DD/YYYY HH:MM:SS
--------------------------------------------------------------------------------
No historical data to display
--------------------------------------------------------------------------------

次の例では、ス イッ チ上での  show logging onboard poe continuous end 01:01:00 jan 2000 コマン
ドの出力を示しま す。

Switch# show logging onboard poe continuous end 01:01:00 1 jan 2000
--------------------------------------------------------------------------------
POE CONTINUOUS INFORMATION
--------------------------------------------------------------------------------
Sensor                            |   ID  |
--------------------------------------------------------------------------------
Gi1/0/1                                  1
Gi1/0/2                                  2
Gi1/0/3                                  3
Gi1/0/4                                  4
...
<output truncated>
...
Gi1/0/21                                21
Gi1/0/22                                22
Gi1/0/23                                23
Gi1/0/24                                24

--------------------------------------------------------------------------------
       Time Stamp   |Sensor Watts
MM/DD/YYYY HH:MM:SS |  Gi1/0/1  Gi1/0/2  Gi1/0/3  Gi1/0/4  Gi1/0/5  Gi1/0/6  Gi1/0/7  Gi1/0/8  Gi1/0/9  
Gi1/0/10 Gi1/0/11 Gi1/0/12 Gi1/0/13 Gi1/0/14 Gi1/0/15 Gi1/0/16 Gi1/0/17 Gi1/0/18 Gi1/0/19 Gi1/0/20 Gi1/0/21 
Gi1/0/22 Gi1/0/23 Gi1/0/24
--------------------------------------------------------------------------------
03/01/1993 00:04:03    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.0 00    0.000    0.000    
0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    
0.000    0.000    0.000 
03/01/1993 00:05:03    0.000    1.862    0.000    1.862    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    
0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    
0.000    0.000
--------------------------------------------------------------------------------

次の例では、 show logging onboard status コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show logging onboard status 
Devices registered with infra
                 Slot no.: 0 Subslot no.: 0, Device obfl0:
Application name clilog :
                 Path : obfl0:
                 CLI enable status  : enabled
                 Platform enable status: enabled
Application name environment :
                 Path : obfl0:
                 CLI enable status  : enabled
                 Platform enable status: enabled
Application name errmsg :
                 Path : obfl0:
                 CLI enable status  : enabled
                 Platform enable status: enabled
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Application name poe :
                 Path : obfl0:
                 CLI enable status  : enabled
                 Platform enable status: enabled
Application name temperature :
                 Path : obfl0:
                 CLI enable status  : enabled
                 Platform enable status: enabled
Application name uptime :
                 Path : obfl0:
                 CLI enable status  : enabled
                 Platform enable status: enabled
Application name voltage :
                 Path : obfl0:
                 CLI enable status  : enabled
                 Platform enable status: enabled

次の例では、 show logging onboard temperature continuous コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show logging onboard temperature continuous
--------------------------------------------------------------------------------
TEMPERATURE CONTINUOUS INFORMATION
--------------------------------------------------------------------------------
Sensor                            |   ID  |
--------------------------------------------------------------------------------
Board temperature                        1

--------------------------------------------------------------------------------
       Time Stamp   |Sensor Temperature 0C
MM/DD/YYYY HH:MM:SS |  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12
--------------------------------------------------------------------------------
05/12/2006 15:33:20   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/12/2006 16:31:21   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/12/2006 17:31:21   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/12/2006 18:31:21   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/12/2006 19:31:21   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/12/2006 20:31:21   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/12/2006 21:29:22   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/12/2006 22:29:22   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/12/2006 23:29:22   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/13/2006 00:29:22   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/13/2006 01:29:22   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/13/2006 02:27:23   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/13/2006 03:27:23   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/13/2006 04:27:23   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/13/2006 05:27:23   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/13/2006 06:27:23   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/13/2006 07:25:24   36   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
05/13/2006 08:25:24   35   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --
<output truncated>
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次の例では、 show logging onboard uptime summary コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show logging onboard uptime summary
--------------------------------------------------------------------------------
UPTIME SUMMARY INFORMATION
--------------------------------------------------------------------------------
First customer power on : 03/01/1993 00:03:50
Total uptime            :   0 years   0 weeks   3 days  21 hours  55 minutes
Total downtime          :   0 years   0 weeks   0 days   0 hours   0 minutes
Number of resets        : 2
Number of slot changes  : 1
Current reset reason    : 0x0
Current reset timestamp : 03/01/1993 00:03:28
Current slot            : 1
Current uptime          :   0 years   0 weeks   0 days   0 hours  55 minutes
--------------------------------------------------------------------------------
Reset  |        |
Reason | Count  |
--------------------------------------------------------------------------------
No historical data to display
--------------------------------------------------------------------------------

次の例では、 show logging onboard voltage summary コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show logging onboard voltage summary
--------------------------------------------------------------------------------
VOLTAGE SUMMARY INFORMATION
--------------------------------------------------------------------------------
Number of sensors          : 8
Sampling frequency         : 60 seconds
Maximum time of storage    : 3600 minutes
--------------------------------------------------------------------------------
Sensor                            |   ID  | Maximum Voltage
--------------------------------------------------------------------------------
12.00V                              0      12.567
5.00V                               1       5.198
3.30V                               2       3.439
2.50V                               3       2.594
1.50V                               4       1.556
1.20V                               5       1.239
1.00V                               6       0.980
0.75V                               7       0.768
--------------------------------------------------------------------------------
Nominal Range                         Sensor ID

--------------------------------------------------------------------------------
No historical data to display
--------------------------------------------------------------------------------

関連コマンド コマンド 説明

clear logging onboard フ ラッ シュ  メ モリ 内の  OBFL データを削除しま
す。

hw-module module [switch-number] logging 
onboard

OBFL を イネーブルにしま す。
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show mac access-group
あるインターフェ イスまたはス イッ チに設定さ れて いる MAC アク セス  コ ント ロール リ スト
（ACL） を表示するには、 show mac access-group コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show mac access-group [interface interface-id] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

例 次の例では、 show mac-access group コマン ドの出力を示しま す。 ポート  2 には、 適用さ れる 
MAC アク セス  リ スト  macl_e1 があり ま す。 MAC ACL は他のインターフェ イスに適用さ れま
せん。

Switch# show mac access-group 
Interface GigabitEthernet0/1:
   Inbound access-list is not set
Interface GigabitEthernet0/2:
   Inbound access-list is macl_e1
Interface GigabitEthernet0/3:
   Inbound access-list is not set
Interface GigabitEthernet0/4:
   Inbound access-list is not set

<output truncated>

次の例では、 show mac access-group interface コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show mac access-group interface gigabitethernet0/1
Interface GigabitEthernet0/1:
   Inbound access-list is macl_e1

関連コマンド

interface interface-id （任意） 特定の インターフェ イスで設定さ れた  MAC ACL を表示しま
す。 有効なインターフェ イスは物理ポート と ポート  チャ ネルです。
ポート  チャ ネル範囲は 1 ～ 6 です （特権 EXEC モードでのみ使用可
能）。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

mac access-group インターフェ イスに MAC アク セス  グループを適用しま す。
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show mac address-table
show mac address-table
特定の  MAC アドレス  テーブルのダイナミ ッ ク / スタティ ッ ク  エント リ 、 または特定のイン
ターフェ イスや VLAN 上の  MAC アドレス  テーブルのダイナミ ッ ク / スタティ ッ ク  エント リ を
表示するには、 show mac address-table コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show mac address-table 

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

例 次の例では、 show mac address-table コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show mac address-table
          Mac Address Table
------------------------------------------
Vlan    Mac Address       Type       Ports
----    -----------       ----       -----
 All    0000.0000.0001    STATIC     CPU
 All    0000.0000.0002    STATIC     CPU
 All    0000.0000.0003    STATIC     CPU
 All    0000.0000.0009    STATIC     CPU
 All    0000.0000.0012    STATIC     CPU
 All    0180.c200.000b    STATIC     CPU
 All    0180.c200.000c    STATIC     CPU
 All    0180.c200.000d    STATIC     CPU
 All    0180.c200.000e    STATIC     CPU
 All    0180.c200.000f    STATIC     CPU
 All    0180.c200.0010    STATIC     CPU
   1    0030.9441.6327    DYNAMIC    Gi0/4
Total Mac Addresses for this criterion: 12

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

clear mac address-table dynamic MAC アドレス  テーブルから、 特定のダイナミ ッ ク  アド
レス、 特定の インターフェ イス上のすべてのダイナミ ッ
ク  アドレス、 または特定の  VLAN 上のすべてのダイナ
ミ ッ ク  アドレスを削除しま す。

show mac address-table aging-time すべての  VLAN または指定さ れた  VLAN のエージング 
タ イ ムを表示しま す。

show mac address-table count すべての  VLAN または指定さ れた  VLAN で存在して い
るアドレス数を表示しま す。
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show mac address-table
show mac address-table dynamic ダイナミ ッ ク  MAC アドレス  テーブル エント リ だけを表
示しま す。

show mac address-table interface 指定さ れた インターフェ イスの  MAC アドレス  テーブル
情報を表示しま す。

show mac address-table notification すべての インターフェ イスまたは指定さ れた インター
フェ イスに対する MAC アドレス通知設定を表示しま す。

show mac address-table static スタティ ッ ク  MAC アドレス  テーブル エント リ だけを表
示しま す。

show mac address-table vlan 指定さ れた  VLAN の  MAC アドレス  テーブル情報を表示
しま す。

コマンド 説明
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show mac address-table address
show mac address-table address
指定さ れた  MAC アドレスの  MAC アドレス  テーブル情報を表示するには、 show mac 
address-table address コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show mac address-table address mac-address [interface interface-id] [vlan vlan-id] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

例 次の例では、 show mac address-table address コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show mac address-table address 0002.4b28.c482
          Mac Address Table
------------------------------------------

Vlan    Mac Address     Type    Ports
----    -----------     ----    -----
 All    0002.4b28.c482  STATIC  CPU
Total Mac Addresses for this criterion: 1 

関連コマンド

mac-address 48 ビッ ト の  MAC アドレスを指定しま す。 有効な形式は H.H.H です。

interface interface-id （任意） 特定の インターフェ イスの情報を表示しま す。 有効なイン
ターフェ イスには、 物理ポート と ポート  チャ ネルが含ま れま す。

vlan vlan-id （任意） 特定の  VLAN だけのエント リ を表示しま す。 指定でき る範囲
は 1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show mac address-table aging-time すべての  VLAN または指定さ れた  VLAN のエージング 
タ イ ムを表示しま す。

show mac address-table count すべての  VLAN または指定さ れた  VLAN で存在して い
るアドレス数を表示しま す。

show mac address-table dynamic ダイナミ ッ ク  MAC アドレス  テーブル エント リ だけを表
示しま す。

show mac address-table interface 指定さ れた インターフェ イスの  MAC アドレス  テーブル
情報を表示しま す。

show mac address-table notification すべての インターフェ イスまたは指定さ れた インター
フェ イスに対する MAC アドレス通知設定を表示しま す。

show mac address-table static スタティ ッ ク  MAC アドレス  テーブル エント リ だけを表
示しま す。

show mac address-table vlan 指定さ れた  VLAN の  MAC アドレス  テーブル情報を表示
しま す。
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show mac address-table aging-time
show mac address-table aging-time
特定のアドレス  テーブル インスタ ンスのエージング タ イ ム、 指定さ れた  VLAN 上または指定
がない場合はすべての  VLAN 上のすべてのアドレス  テーブル インスタ ンスのエージング タ イ
ムを表示するには、 show mac address-table aging-time コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show mac address-table aging-time [vlan vlan-id] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン VLAN 番号が指定さ れない場合、 すべての  VLAN に対するエージング タ イ ムが表示さ れま す。

例 次の例では、 show mac address-table aging-time コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show mac address-table aging-time
Vlan    Aging Time
----    ----------
   1     300 

次の例では、 show mac address-table aging-time vlan 10 コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show mac address-table aging-time vlan 10
Vlan    Aging Time
----    ----------
  10     300 

関連コマンド

vlan vlan-id （任意） 特定の  VLAN のエージング タ イ ム情報を表示しま す。 指定で
き る範囲は 1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

mac address-table aging-time ダイナミ ッ ク  エント リ が使用または更新さ れた後、 MAC 
アドレス  テーブル内に保持さ れる時間を設定しま す。

show mac address-table address 指定さ れた  MAC アドレスの  MAC アドレス  テーブル情報
を表示しま す。

show mac address-table count すべての  VLAN または指定さ れた  VLAN で存在して いる
アドレス数を表示しま す。

show mac address-table dynamic ダイナミ ッ ク  MAC アドレス  テーブル エント リ だけを表示
しま す。
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show mac address-table aging-time
show mac address-table interface 指定さ れた インターフェ イスの  MAC アドレス  テーブル情
報を表示しま す。

show mac address-table 
notification

すべてのインターフェ イスまたは指定さ れた インターフェ
イスに対する MAC アドレス通知設定を表示しま す。

show mac address-table static スタティ ッ ク  MAC アドレス  テーブル エント リ だけを表示
しま す。

show mac address-table vlan 指定さ れた  VLAN の  MAC アドレス  テーブル情報を表示し
ま す。

コマンド 説明
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show mac address-table count
 show mac address-table count
すべての  VLAN または指定さ れた  VLAN に存在するアドレス数を表示するには、 show mac 
address-table count コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show mac address-table count [vlan vlan-id] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン VLAN 番号が指定さ れない場合、 すべての  VLAN に対するアドレス  カ ウント が表示さ れま す。

例 次の例では、 show mac address-table count コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show mac address-table count
Mac Entries for Vlan   : 1
---------------------------
Dynamic Address Count  : 2
Static  Address Count  : 0
Total Mac Addresses    : 2 

関連コマンド

vlan vlan-id （任意） 特定の  VLAN のアドレス数を表示しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 
4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show mac address-table address 指定さ れた  MAC アドレスの  MAC アドレス  テーブル情
報を表示しま す。

show mac address-table aging-time すべての  VLAN または指定さ れた  VLAN のエージング 
タ イ ムを表示しま す。

show mac address-table dynamic ダイナミ ッ ク  MAC アドレス  テーブル エント リ だけを表
示しま す。

show mac address-table interface 指定さ れた インターフェ イスの  MAC アドレス  テーブル
情報を表示しま す。

show mac address-table 
notification

すべての インターフェ イスまたは指定さ れた インター
フェ イスに対する MAC アドレス通知設定を表示しま す。

show mac address-table static スタティ ッ ク  MAC アドレス  テーブル エント リ だけを表
示しま す。

show mac address-table vlan 指定さ れた  VLAN の  MAC アドレス  テーブル情報を表示
しま す。
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show mac address-table dynamic
show mac address-table dynamic
ダイナミ ッ ク な MAC アドレス  テーブル エント リ だけを表示するには、show mac address-table 
dynamic コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show mac address-table dynamic [address mac-address] [interface interface-id] [vlan vlan-id] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

例 次の例では、 show mac address-table dynamic コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show mac address-table dynamic
          Mac Address Table
------------------------------------------

Vlan    Mac Address     Type    Ports
----    -----------     ----    -----
   1    0030.b635.7862  DYNAMIC Gi0/2
   1    00b0.6496.2741  DYNAMIC Gi0/2
Total Mac Addresses for this criterion: 2 

address mac-address （任意） 48 ビッ ト の MAC アドレスを指定しま す。 有効なフォーマッ
ト は H.H.H です （特権 EXEC モードの場合だけ利用可能）。

interface interface-id （任意） 照合を行 う インターフェ イスを指定しま す。 有効なインター
フェ イスには、 物理ポート と ポート  チャ ネルが含ま れま す。

vlan vlan-id （任意） 特定の  VLAN のエント リ を表示しま す。 指定でき る範囲は 
1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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show mac address-table dynamic
関連コマンド コマンド 説明

clear mac address-table dynamic MAC アドレス  テーブルから、 特定のダイナミ ッ ク  アド
レス、 特定の インターフェ イス上のすべてのダイナミ ッ
ク  アドレス、 または特定の  VLAN 上のすべてのダイナ
ミ ッ ク  アドレスを削除しま す。

show mac address-table address 指定さ れた  MAC アドレスの  MAC アドレス  テーブル情
報を表示しま す。

show mac address-table aging-time すべての  VLAN または指定さ れた  VLAN のエージング 
タ イ ムを表示しま す。

show mac address-table count すべての  VLAN または指定さ れた  VLAN で存在して い
るアドレス数を表示しま す。

show mac address-table interface 指定さ れた インターフェ イスの  MAC アドレス  テーブル
情報を表示しま す。

show mac address-table static スタティ ッ ク  MAC アドレス  テーブル エント リ だけを表
示しま す。

show mac address-table vlan 指定さ れた  VLAN の  MAC アドレス  テーブル情報を表示
しま す。
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show mac address-table interface
show mac address-table interface
指定さ れた  VLAN の指定さ れた インターフェ イスの  MAC アドレス  テーブル情報を表示するに
は、 show mac address-table interface ユーザ EXEC コマン ドを使用しま す。

show mac address-table interface interface-id [vlan vlan-id] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

例 次の例では、 show mac address-table interface コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show mac address-table interface gigabitethernet0/2
          Mac Address Table
------------------------------------------

Vlan    Mac Address     Type    Ports
----    -----------     ----    -----
   1    0030.b635.7862  DYNAMIC Gi0/2
   1    00b0.6496.2741  DYNAMIC Gi0/2
Total Mac Addresses for this criterion: 2 

関連コマンド

interface-id （任意） インターフェ イス  タ イプを指定しま す。 有効なインターフェ
イスには、 物理ポート と ポート  チャ ネルが含ま れま す。

vlan vlan-id （任意） 特定の  VLAN のエント リ を表示しま す。 指定でき る範囲は 
1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show mac address-table address 指定さ れた  MAC アドレスの  MAC アドレス  テーブル情
報を表示しま す。

show mac address-table aging-time すべての  VLAN または指定さ れた  VLAN のエージング 
タ イ ムを表示しま す。

show mac address-table count すべての  VLAN または指定さ れた  VLAN で存在して い
るアドレス数を表示しま す。

show mac address-table dynamic ダイナミ ッ ク  MAC アドレス  テーブル エント リ だけを表
示しま す。

show mac address-table notification すべてのインターフェ イスまたは指定さ れた インター
フェ イスに対する MAC アドレス通知設定を表示しま す。

show mac address-table static スタティ ッ ク  MAC アドレス  テーブル エント リ だけを表
示しま す。

show mac address-table vlan 指定さ れた  VLAN の  MAC アドレス  テーブル情報を表示
しま す。
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show mac address-table learning
show mac address-table learning
すべての  VLAN または指定した  VLAN の  MAC アドレス  ラーニングのステータスを表示するに
は、 show mac address-table learning コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show mac address-table learning [vlan vlan-id] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 設定さ れた  VLAN と 、その  VLAN で MAC アドレス  ラーニングがイネーブルかディ セーブルか
を表示するには、 キーワードを指定し ないで show mac address-table learning コマン ドを使用
しま す。 デフォ ルト は、 すべての  VLAN で MAC アドレス  ラーニングがイネーブルです。 個々
の  VLAN の学習ステータスを表示するには、 特定の  VLAN ID を指定してこ のコマン ドを使用
しま す。

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

例 次の例では、 MAC アドレス  ラーニングが VLAN 200 でディ セーブルになって いるこ と を示す 
show mac address-table learning コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show mac address-table learning
VLAN    Learning Status
----    ---------------
1             yes
100           yes
200           no

関連コマンド

vlan vlan-id （任意） 特定の  VLAN の情報を表示しま す。 指定でき る範囲は 
1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(46)SE1 このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

mac address-table learning vlan VLAN の  MAC アドレス  ラーニングを イネーブルまたは
ディ セーブルにしま す。
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show mac address-table move update
show mac address-table move update
ス イッ チの  MAC アドレス  テーブル移行更新の情報を表示するには、 show mac address-table 
move update コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show mac address-table move update 

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

例 次の例では、 show mac address-table move update コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show mac address-table move update
Switch-ID : 010b.4630.1780
Dst mac-address : 0180.c200.0010
Vlans/Macs supported : 1023/8320
Default/Current settings: Rcv Off/On, Xmt Off/On
Max packets per min : Rcv 40, Xmt 60
Rcv packet count : 10
Rcv conforming packet count : 5
Rcv invalid packet count : 0
Rcv packet count this min : 0
Rcv threshold exceed count : 0
Rcv last sequence# this min : 0
Rcv last interface : Po2
Rcv last src-mac-address : 0003.fd6a.8701
Rcv last switch-ID : 0303.fd63.7600
Xmt packet count : 0
Xmt packet count this min : 0
Xmt threshold exceed count : 0
Xmt pak buf unavail cnt : 0
Xmt last interface : None
switch#

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)SED このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

clear mac address-table move 
update

MAC アドレス  テーブル移行更新カ ウンタをク リ アし
ま す。

mac address-table move update 
{receive | transmit}

ス イッ チ上の  MAC アドレス  テーブル移行更新を設定し
ま す。
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show mac address-table notification
show mac address-table notification
すべてのインターフェ イスまたは指定さ れた インターフェ イスの  MAC アドレス通知設定を表
示するには、 show mac address-table notification コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show mac address-table notification {change [interface [interface-id] | mac-move | threshold}

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン キーワードを指定し ないで show mac address-table notification change コマン ドを使用すると 、
MAC アドレス変更通知機能がイネーブルかディ セーブルか、 MAC 通知間隔、 履歴テーブルの

大許容エント リ 数、 および履歴テーブルの内容を表示しま す。

すべてのインターフェ イスの通知を表示するには、 interface キーワードを使用しま す。
interface-id が含ま れる場合、 そのインターフェ イスのフ ラグだけが表示さ れま す。

例 次の例では、 show mac address-table notification change コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show mac address-table notification change
MAC Notification Feature is Enabled on the switch
Interval between Notification Traps : 60 secs
Number of MAC Addresses Added : 4
Number of MAC Addresses Removed : 4
Number of Notifications sent to NMS : 3
Maximum Number of entries configured in History Table : 100
Current History Table Length : 3
MAC Notification Traps are Enabled
History Table contents
----------------------
History Index 0, Entry Timestamp 1032254, Despatch Timestamp 1032254
MAC Changed Message :
Operation: Added   Vlan: 2     MAC Addr: 0000.0000.0001 Module: 0   Port: 1

change MAC 変更通知機能パラメ ータ および履歴テーブルを表示しま す。

interface （任意） すべての インターフェ イスの情報を表示しま す。 有効なイン
ターフェ イスには、 物理ポート と ポート  チャ ネルが含ま れま す。

interface-id （任意） 指定さ れた インターフェ イスの情報を表示しま す。 有効なイ
ンターフェ イスには、 物理ポート と ポート  チャ ネルが含ま れま す。

mac-move MAC アドレス移動通知のステータスを表示しま す。

threshold MAC アドレス  テーブルしき い値モニタ リ ングのステータスを表示し
ま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(40)SE change、 mac-move、 および threshold キーワードが追加さ れま した。
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show mac address-table notification
History Index 1, Entry Timestamp 1038254, Despatch Timestamp 1038254
MAC Changed Message :
Operation: Added   Vlan: 2     MAC Addr: 0000.0000.0000 Module: 0   Port: 1
Operation: Added   Vlan: 2     MAC Addr: 0000.0000.0002 Module: 0   Port: 1
Operation: Added   Vlan: 2     MAC Addr: 0000.0000.0003 Module: 0   Port: 1

History Index 2, Entry Timestamp 1074254, Despatch Timestamp 1074254
MAC Changed Message :
Operation: Deleted Vlan: 2     MAC Addr: 0000.0000.0000 Module: 0   Port: 1
Operation: Deleted Vlan: 2     MAC Addr: 0000.0000.0001 Module: 0   Port: 1
Operation: Deleted Vlan: 2     MAC Addr: 0000.0000.0002 Module: 0   Port: 1
Operation: Deleted Vlan: 2     MAC Addr: 0000.0000.0003 Module: 0   Port: 1

関連コマンド コマンド 説明

clear mac address-table notification MAC アドレス通知グローバル カ ウンタをク リ アしま す。

mac address-table notification MAC アドレス変更、 移動、 またはアドレス  テーブルし
き い値の  MAC アドレス通知機能を イネーブルにしま す。

show mac address-table address 指定さ れた  MAC アドレスの  MAC アドレス  テーブル情
報を表示しま す。

show mac address-table aging-time すべての  VLAN または指定さ れた  VLAN のエージング 
タ イ ムを表示しま す。

show mac address-table count すべての  VLAN または指定さ れた  VLAN で存在して い
るアドレス数を表示しま す。

show mac address-table dynamic ダイナミ ッ ク  MAC アドレス  テーブル エント リ だけを表
示しま す。

show mac address-table interface 指定さ れた インターフェ イスの  MAC アドレス  テーブル
情報を表示しま す。

show mac address-table static スタティ ッ ク  MAC アドレス  テーブル エント リ だけを表
示しま す。

show mac address-table vlan 指定さ れた  VLAN の  MAC アドレス  テーブル情報を表示
しま す。
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show mac address-table static
show mac address-table static
スタティ ッ ク  MAC アドレス  テーブル エント リ だけを表示するには、 show mac address-table 
static コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show mac address-table static [address mac-address] [interface interface-id] [vlan vlan-id] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

例 次の例では、 show mac address-table static コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show mac address-table static
          Mac Address Table
------------------------------------------

Vlan    Mac Address     Type    Ports
----    -----------     ----    -----
 All    0100.0ccc.cccc  STATIC  CPU
 All    0180.c200.0000  STATIC  CPU
 All    0100.0ccc.cccd  STATIC  CPU
 All    0180.c200.0001  STATIC  CPU
All    0180.c200.0004  STATIC  CPU

 All    0180.c200.0005  STATIC  CPU
   4    0001.0002.0004  STATIC  Drop
   6    0001.0002.0007  STATIC  Drop
Total Mac Addresses for this criterion: 8 

関連コマンド

address mac-address （任意） 48 ビッ ト の MAC アドレスを指定しま す。 有効なフォーマッ
ト は H.H.H です （特権 EXEC モードの場合だけ利用可能）。

interface interface-id （任意） 照合を行 う インターフェ イスを指定しま す。 有効なインター
フェ イスには、 物理ポート と ポート  チャ ネルが含ま れま す。

vlan vlan-id （任意） 特定の  VLAN のアドレスを表示しま す。 指定でき る範囲は 
1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

mac address-table static MAC アドレス  テーブルにスタティ ッ ク  アドレスを追
加しま す。

mac address-table static drop ユニキャ スト  MAC アドレス  フィ ルタ リ ングを イネー
ブルにし、 特定の送信元または宛先 MAC アドレスを
持つト ラフィ ッ クを ドロッ プするよ うにス イッ チを設
定しま す。
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show mac address-table static
show mac address-table address 指定さ れた  MAC アドレスの  MAC アドレス  テーブル
情報を表示しま す。

show mac address-table aging-time すべての  VLAN または指定さ れた  VLAN のエージング 
タ イ ムを表示しま す。

show mac address-table count すべての  VLAN または指定さ れた  VLAN で存在して い
るアドレス数を表示しま す。

show mac address-table dynamic ダイナミ ッ ク  MAC アドレス  テーブル エント リ だけを
表示しま す。

show mac address-table interface 指定さ れた インターフェ イスの  MAC アドレス  テーブ
ル情報を表示しま す。

show mac address-table notification すべての インターフェ イスまたは指定さ れた インタ
ーフェ イスに対する MAC アドレス通知設定を表示し
ま す。

show mac address-table vlan 指定さ れた  VLAN の  MAC アドレス  テーブル情報を表
示しま す。

コマンド 説明
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show mac address-table vlan
show mac address-table vlan
指定さ れた  VLAN の  MAC アドレス  テーブル情報を表示するには、 show mac address-table 
vlan コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show mac address-table vlan vlan-id 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

例 次の例では、 show mac address-table vlan 1 コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show mac address-table vlan 1
          Mac Address Table
------------------------------------------

Vlan    Mac Address     Type    Ports
----    -----------     ----    -----
   1    0100.0ccc.cccc  STATIC  CPU
   1    0180.c200.0000  STATIC  CPU
   1    0100.0ccc.cccd  STATIC  CPU
   1    0180.c200.0001  STATIC  CPU
   1    0180.c200.0002  STATIC  CPU
   1    0180.c200.0003  STATIC  CPU

1    0180.c200.0005  STATIC  CPU
   1    0180.c200.0006  STATIC  CPU
   1    0180.c200.0007  STATIC  CPU
Total Mac Addresses for this criterion: 9 

関連コマンド

vlan-id （任意） 特定の  VLAN のアドレスを表示しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show mac address-table address 指定さ れた  MAC アドレスの  MAC アドレス  テーブル情
報を表示しま す。

show mac address-table aging-time すべての  VLAN または指定さ れた  VLAN のエージング 
タ イ ムを表示しま す。

show mac address-table count すべての  VLAN または指定さ れた  VLAN で存在して い
るアドレス数を表示しま す。

show mac address-table dynamic ダイナミ ッ ク  MAC アドレス  テーブル エント リ だけを表
示しま す。

show mac address-table interface 指定さ れた インターフェ イスの  MAC アドレス  テーブル
情報を表示しま す。
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show mac address-table vlan
show mac address-table notification すべての インターフェ イスまたは指定さ れた インター
フェ イスに対する MAC アドレス通知設定を表示しま す。

show mac address-table static スタティ ッ ク  MAC アドレス  テーブル エント リ だけを表
示しま す。

コマンド 説明
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show mls qos
show mls qos
グローバルな Quality of Service （QoS） 設定情報を表示するには、 show mls qos コマン ドを  
EXEC モードで使用しま す。

show mls qos 

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

例 次の例では、 QoS がイネーブルで DSCP 透過も イネーブルの場合の  show mls qos コマン ドの出
力を示しま す。

Switch# show mls qos
QoS is enabled
QoS ip packet dscp rewrite is enabled

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

mls qos ス イッ チ全体に対して  QoS を イネーブルにしま す。
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show mls qos aggregate-policer
show mls qos aggregate-policer
Quality of Service （QoS） 集約ポリ サー設定を表示するには、 show mls qos aggregate-policer コ
マン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show mls qos aggregate-policer [aggregate-policer-name] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ポリ サーは、 大許容伝送速度、 大バースト 伝送サイズ、 およびいずれかの 大値を超過し
た場合の対処法を定義しま す。

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

例 次の例では、 show mls qos aggregate-policer コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show mls qos aggregate-policer policer1
aggregate-policer policer1 1000000 2000000 exceed-action drop
Not used by any policy map 

関連コマンド

aggregate-policer-name （任意） 指定さ れた名前のポリ シー設定を表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

mls qos aggregate-policer ポリ シー マッ プ内で複数のク ラスが共有するポリ サー パラ
メ ータを定義しま す。
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show mls qos input-queue
show mls qos input-queue
入力キューの Quality of Service （QoS） を表示するには、 show mls qos input-queue コマン ドを  
EXEC モードで使用しま す。

show mls qos input-queue 

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

例 次の例では、 show mls qos input-queue コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show mls qos input-queue
Queue     :      1      2
----------------------------------------------
buffers   :      90     10
bandwidth :      4      4
priority  :      0      10
threshold1:      100    100
threshold2:      100    100

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

mls qos srr-queue input bandwidth シェ イプ ド  ラ ウン ドロ ビン （SRR） の重みを入力
キューに割り 当てま す。

mls qos srr-queue input buffers 入力キュー間のバッ フ ァを割り 当てま す。

mls qos srr-queue input cos-map 割り 当てら れたサービス  ク ラス （CoS） 値を入力
キューにマッ ピングし、 CoS 値をキューと しき い値 ID 
に割り 当てま す。

mls qos srr-queue input dscp-map 割り 当てら れた  Diffserv コー ド  ポイント （DSCP） 値
を入力キューにマッ ピングし、 DSCP 値をキューと し
き い値 ID に割り 当てま す。

mls qos srr-queue input 
priority-queue

入力プラ イオリ ティ  キューを設定し、 帯域幅を保証し
ま す。

mls qos srr-queue input threshold Weighted Tail-Drop （WTD） しき い値のパーセンテー
ジを入力キューに割り 当てま す。
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show mls qos interface
show mls qos interface
Quality of Service （QoS） 情報をポート  レベルで表示するには、 show mls qos interface コマン ド
を  EXEC モードで使用しま す。

show mls qos interface [interface-id] [buffers | queueing | statistics] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン policer キーワードは、 コマン ド ラ インのヘルプ スト リ ングには表示さ れま すが、 サポート さ
れて いません。

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

例 次の例では、 VLAN ベース  QoS がイネーブルの場合の  show mls qos interface interface-id コマ
ン ドの出力を示しま す。

Switch# show mls qos interface gigabitethernet1/0/1
GigabitEthernet1/0/1
trust state:not trusted
trust mode:not trusted
trust enabled flag:ena
COS override:dis
default COS:0
DSCP Mutation Map:Default DSCP Mutation Map
Trust device:none
qos mode:vlan-based

interface-id （任意） 指定さ れたポート の  QoS 情報を表示しま す。 有効なインターフェ
イスには、 物理ポート が含ま れま す。

buffers （任意） キュー間のバッ フ ァ割り 当てを表示しま す。

queueing （任意） キューイングの指針 （共有またはシェーピング） およびキューに
対応したウェ イト を表示しま す。

statistics （任意） 送受信さ れた  DiffServ コー ド  ポイント （DSCP） の統計情報、
サービス  ク ラス （CoS） 値、 キューに入れら れたかまたは出力キュー単位
で削除さ れたパケッ ト 数、 各ポリ サーのプロフ ァイ ル内外のパケッ ト 数を
表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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show mls qos interface
次の例では、 VLAN ベース  QoS がディ セーブルの場合の  show mls qos interface interface-id コ
マン ドの出力を示しま す。

Switch# show mls qos interface gigabitethernet1/0/2
GigabitEthernet1/0/2
trust state:not trusted
trust mode:not trusted
trust enabled flag:ena
COS override:dis
default COS:0
DSCP Mutation Map:Default DSCP Mutation Map
Trust device:none
qos mode:port-based

次の例では、 show mls qos interface interface-id buffers コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show mls qos interface gigabitethernet1/0/2 buffers
GigabitEthernet1/0/2
The port is mapped to qset : 1
The allocations between the queues are : 25 25 25 25

次の例では、 show mls qos interface interface-id queueing コマン ドの出力を示しま す。 出力緊急
キューは、 設定さ れたシェ イプ ド  ラ ウン ドロ ビン （SRR） の重みを無効にしま す。

Switch# show mls qos interface gigabitethernet1/0/2 queueing
GigabitEthernet1/0/2
Egress Priority Queue :enabled
Shaped queue weights (absolute) :  25 0 0 0
Shared queue weights  :  25 25 25 25
The port bandwidth limit : 100  (Operational Bandwidth:100.0)
The port is mapped to qset : 1

次の例では、 show mls qos interface interface-id statistics コマン ドの出力を示しま す。 表 2-42 
に、 出力内のフィ ールドの説明を示しま す。

Switch# show mls qos interface gigabitethernet0/2 statistics
GigabitEthernet1/0/2

  dscp: incoming
-------------------------------

  0 -  4 :      4213          0          0          0          0
  5 -  9 :         0          0          0          0          0
 10 - 14 :         0          0          0          0          0
 15 - 19 :         0          0          0          0          0
 20 - 24 :         0          0          0          0          0
 25 - 29 :         0          0          0          0          0
 30 - 34 :         0          0          0          0          0
 35 - 39 :         0          0          0          0          0
 40 - 44 :         0          0          0          0          0
 45 - 49 :         0          0          0          6          0
 50 - 54 :         0          0          0          0          0
 55 - 59 :         0          0          0          0          0
 60 - 64 :         0          0          0          0
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show mls qos interface
  dscp: outgoing
-------------------------------

  0 -  4 :    363949          0          0          0          0
  5 -  9 :         0          0          0          0          0
 10 - 14 :         0          0          0          0          0
 15 - 19 :         0          0          0          0          0
 20 - 24 :         0          0          0          0          0
 25 - 29 :         0          0          0          0          0
 30 - 34 :         0          0          0          0          0
 35 - 39 :         0          0          0          0          0
 40 - 44 :         0          0          0          0          0
 45 - 49 :         0          0          0          0          0
 50 - 54 :         0          0          0          0          0
 55 - 59 :         0          0          0          0          0
 60 - 64 :         0          0          0          0
  cos: incoming
-------------------------------

  0 -  4 :    132067          0          0          0          0
  5 -  9 :         0          0          0
  cos: outgoing
-------------------------------

  0 -  4 :    739155          0          0          0          0
  5 -  9 :        90          0          0

Policer: Inprofile:        0 OutofProfile:        0

関連コマンド

表 2-42 show mls qos interface statistics のフィ ールドの説明

フィ ールド 説明

DSCP incoming DSCP 値ごと に受信したパケッ ト 数

outgoing DSCP 値ごと に送信したパケッ ト 数

CoS incoming CoS 値ごと に受信したパケッ ト 数

outgoing CoS 値ごと に送信したパケッ ト 数

Policer Inprofile ポリ サーごと のプロフ ァイ ル内パケッ ト 数

OutofProfile ポリ サーごと のプロフ ァイ ル外パケッ ト 数

コマンド 説明

mls qos queue-set output buffers バッ フ ァをキューセッ ト に割り 当てま す。

mls qos queue-set output threshold Weighted Tail-Drop （WTD） し き い値を設定し、 バッ
フ ァのアベイラ ビリ ティ を保証し、 キューセッ ト に対
する 大メ モリ 割り 当てを設定しま す。

mls qos srr-queue input bandwidth SRR の重みを入力キューに割り 当てま す。

mls qos srr-queue input buffers 入力キュー間のバッ フ ァを割り 当てま す。

mls qos srr-queue input cos-map CoS 値を入力キューにマッ ピングするか、または CoS 
値をキューと しき い値 ID にマッ ピングしま す。

mls qos srr-queue input dscp-map DSCP 値を入力キューにマッ ピングするか、 または 
DSCP 値をキューと しき い値 ID にマッ ピングしま す。

mls qos srr-queue input priority-queue 入力プラ イオリ ティ  キューを設定し、 帯域幅を保証
しま す。
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show mls qos interface
mls qos srr-queue input threshold WTD しき い値のパーセンテージを入力キューに割り
当てま す。

mls qos srr-queue output cos-map CoS 値を出力キューにマッ ピング、 または CoS 値を
キューおよびしき い値 ID にマッ ピングしま す。

mls qos srr-queue output dscp-map DSCP 値を出力キュー、 またはキューと しき い値 ID 
にマッ ピングしま す。

policy-map ポリ シー マッ プを作成、 または変更しま す。

priority-queue ポート 上で出力緊急キューを イネーブルにしま す。

queue-set ポート をキューセッ ト にマッ ピングしま す。

srr-queue bandwidth limit ポート での 大出力を制限しま す。

srr-queue bandwidth shape シェーピングさ れた重みを割り 当て、 ポート にマッ ピ
ングさ れた  4 つの出力キュー上で帯域幅シェーピング
を イネーブルにしま す。

srr-queue bandwidth share 共有する重みを割り 当て、ポート にマッ ピングさ れた  
4 つの出力キュー上で帯域幅の共有を イネーブルにし
ま す。

コマンド 説明
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show mls qos maps
show mls qos maps
Quality of Service （QoS） マッ ピング情報を表示するには、show mls qos maps コマン ドを  EXEC 
モードで使用しま す。

show mls qos maps [cos-dscp | cos-input-q | cos-output-q | dscp-cos | dscp-input-q | 
dscp-mutation dscp-mutation-name | dscp-output-q | ip-prec-dscp | policed-dscp] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 分類では、 QoS はマッ ピング テーブルを使用してト ラフィ ッ クのプラ イオリ ティ を表示し、 受
信したサービス  ク ラス （CoS）、 Diffserv コード  ポイント （DSCP）、 または IP precedence 値か
ら対応する CoS または DSCP 値を取得しま す。

ポリ シング設定 DSCP、 DSCP/CoS、 および DSCP/DSCP-mutation マッ プは、 マト リ ク スと して
表示さ れま す。 d1 列では、 DSCP で も重要度の高い桁を指定しま す。 d2 行では、 DSCP で
も重要度の低い桁を指定しま す。 d1 値および d2 値の共通部分では、 ポリ シング設定 DSCP、
CoS、または Mutated-DSCP 値を提供しま す。たと えば、 DSCP/CoS マッ プでは、 DSCP 値 43 は 
CoS 値 5 に対応しま す。

DSCP 入力キューしき い値および DSCP 出力キューしき い値マッ プは、 マト リ ク スと して表示
さ れま す。 d1 列では、 も重要度の高い DSCP 番号の桁を指定しま す。 d2 行では、 も重要
度の低い DSCP 番号の桁を指定しま す。d1 値と  d2 値の共通部分では、キュー ID と しき い値 ID 
を提供しま す。 たと えば、 DSCP 入力キューしき い値マッ プでは、 DSCP 値 43 はキュー 2 およ
びしき い値 1 （02-01） に対応しま す。

CoS 入力キューしき い値および CoS 出力キューしき い値マッ プでは、 CoS 値が一番上の行、 対
応するキュー ID およびしき い値 ID が 2 番めの行に表示さ れま す。 たと えば、 CoS 入力キュー
しき い値マッ プでは、 CoS 値 5 はキュー 2 およびしき い値 1 （2-1） に対応するこ と になり ま す。

cos-dscp （任意） サービス  ク ラス （CoS） /DSCP マッ プを表示し
ま す。

cos-input-q （任意） CoS 入力キューのしき い値マッ プを表示しま す。

cos-output-q （任意） CoS 出力キューのしき い値マッ プを表示しま す。

dscp-cos （任意） DSCP/CoS マッ プを表示しま す。

dscp-input-q （任意） DSCP 入力キューしき い値マッ プを表示しま す。

dscp-mutation dscp-mutation-name （任意） 指定さ れた  DSCP/DSCP-mutation マッ プを表示
しま す。

dscp-output-q （任意） DSCP 出力キューしき い値マッ プを表示しま す。

ip-prec-dscp （任意） IP precedence/DSCP マッ プを表示しま す。

policed-dscp （任意） ポリ シング設定 DSCP マッ プを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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show mls qos maps
例 次の例では、 show mls qos maps コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show mls qos maps
Policed-dscp map:
     d1 :  d2 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
     ---------------------------------------
      0 :    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
      1 :    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      2 :    20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
      3 :    30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
      4 :    40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
      5 :    50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
      6 :    60 61 62 63

Dscp-cos map:
     d1 :  d2 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
     ---------------------------------------
      0 :    00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
      1 :    01 01 01 01 01 01 02 02 02 02
      2 :    02 02 02 02 03 03 03 03 03 03
      3 :    03 03 04 04 04 04 04 04 04 04
      4 :    05 05 05 05 05 05 05 05 06 06
      5 :    06 06 06 06 06 06 07 07 07 07
      6 :    07 07 07 07

Cos-dscp map:
     cos:   0  1  2  3  4  5  6  7
  --------------------------------
    dscp:   0  8 16 24 32 40 48 56

IpPrecedence-dscp map:
     ipprec:   0  1  2  3  4  5  6  7
     --------------------------------
       dscp:   0  8 16 24 32 40 48 56

Dscp-outputq-threshold map:
  d1 :d2    0     1     2     3     4     5     6     7     8     9
  --------------------------------------------------------------------
   0 :    02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01
   1 :    02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 03-01 03-01 03-01 03-01
   2 :    03-01 03-01 03-01 03-01 03-01 03-01 03-01 03-01 03-01 03-01
   3 :    03-01 03-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01
   4 :    01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 04-01 04-01
   5 :    04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01 04-01
   6 :    04-01 04-01 04-01 04-01

Dscp-inputq-threshold map:
    d1 :d2    0     1     2     3     4     5     6     7     8     9
    --------------------------------------------------------------------
     0 :    01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01
     1 :    01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01
     2 :    01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01
     3 :    01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01
     4 :    02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 01-01 01-01
     5 :    01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01
     6 :    01-01 01-01 01-01 01-01
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show mls qos maps
Cos-outputq-threshold map:
              cos:  0   1   2   3   4   5   6   7
              ------------------------------------
  queue-threshold: 2-1 2-1 3-1 3-1 4-1 1-1 4-1 4-1

   Cos-inputq-threshold map:
              cos:  0   1   2   3   4   5   6   7
              ------------------------------------
  queue-threshold: 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2-1 1-1 1-1

Dscp-dscp mutation map:
   Default DSCP Mutation Map:
     d1 :  d2 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
     ---------------------------------------
      0 :    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
      1 :    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      2 :    20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
      3 :    30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
      4 :    40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
      5 :    50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
      6 :    60 61 62 63

関連コマンド コマンド 説明

mls qos map CoS/DSCP マッ プ、 DSCP/CoS マッ プ、
DSCP/DSCP-mutation マッ プ、 IP precedence/DSCP マッ プ、
およびポリ シング設定 DSCP マッ プを定義しま す。

mls qos srr-queue input cos-map CoS 値を入力キューにマッ ピングするか、 または CoS 値
をキューと しき い値 ID にマッ ピングしま す。

mls qos srr-queue input dscp-map DSCP 値を入力キューにマッ ピングするか、 または DSCP 
値をキューと しき い値 ID にマッ ピングしま す。

mls qos srr-queue output cos-map CoS 値を出力キューにマッ ピング、 または CoS 値を
キューおよびしき い値 ID にマッ ピングしま す。

mls qos srr-queue output dscp-map DSCP 値を出力キュー、 またはキューと しき い値 ID に
マッ ピングしま す。
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show mls qos queue-set
show mls qos queue-set
出力キューの Quality of Service （QoS） を表示するには、 show mls qos queue-set コマン ドを  
EXEC モードで使用しま す。

show mls qos queue-set [qset-id] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

例 次の例では、 show mls qos queue-set コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show mls qos queue-set
Queueset: 1
Queue   :        1       2       3       4
----------------------------------------------
buffers   :      25      25      25      25
threshold1:      100     200     100     100
threshold2:      100     200     100     100
reserved  :      50      50      50      50
maximum   :      400     400     400     400
Queueset: 2
Queue   :        1       2       3       4
----------------------------------------------
buffers   :      25      25      25      25
threshold1:      100     200     100     100
threshold2:      100     200     100     100
reserved  :      50      50      50      50
maximum   :      400     400     400     400

関連コマンド

qset-id （任意） キューセッ ト の ID です。 各ポート はキューセッ ト に属し、 ポー
ト 単位で出力キュー 4 つの特性すべてを定義しま す。 指定でき る範囲は 
1 ～ 2 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

mls qos queue-set output buffers バッ フ ァをキューセッ ト に割り 当てま す。

mls qos queue-set output threshold Weighted Tail-Drop （WTD） し き い値を設定し、 バッ フ ァ
のアベイラ ビリ ティ を保証し、 キューセッ ト に対する
大メ モリ 割り 当てを設定しま す。
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show mls qos vlan
show mls qos vlan
ス イッ チ仮想インターフェ イス （SVI） に適用さ れて いるポリ シー マッ プを表示するには、
show mls qos vlan コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show mls qos vlan vlan-id 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン show mls qos vlan コマン ドからの出力は、 VLAN ベースの  Quality of Service （QoS） がイネーブ
ルでポリ シーマッ プが設定さ れて いる場合のみ意味があり ま す。

例 次の例では、 show mls qos vlan コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show mls qos vlan 10
Vlan10
Attached policy-map for Ingress:pm-test-pm-2

関連コマンド

vlan-id ポリ シー マッ プを表示するために SVI の  VLAN ID を指定しま す。 指定で
き る範囲は 1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

policy-map 複数のポート に適用でき るポリ シー マッ プを作成または
変更し、 ポリ シー マッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン モー
ドを開始しま す。
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show monitor
show monitor
ス イッ チのすべてのス イッ チド  ポート  アナラ イザ （SPAN） および Remote SPAN （RSPAN）
セッ ショ ンに関する情報を表示するには、 show monitor コマン ドを  EXEC モードで使用しま
す。

show monitor [session {session_number | all | local | range list | remote}

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン キーワードを指定してコマン ドを使用するこ と で、 特定のセッ ショ ン、 すべてのセッ ショ ン、
すべてのローカ ル セッ ショ ン、 すべてのリ モート  セッ ショ ンが表示さ れま す。

show monitor コマン ドと  show monitor session all コマン ドの出力は同じです。

例 次の例では、 show monitor コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show monitor
Session 1
---------
Type : Local Session
Source Ports :
RX Only : Gi0/1
Both : Gi0/2-3,Gi0/5-6
Destination Ports : Gi0/20
Encapsulation : Replicate

session （任意） 指定さ れた  SPAN セッ ショ ンの情報を表示しま す。

session_number SPAN または RSPAN のセッ ショ ン番号を指定しま す。 指定でき る範
囲は 1 ～ 66 です。

all すべての  SPAN セッ ショ ンを表示しま す。

local ローカ ルの  SPAN セッ ショ ンだけを表示しま す。

range list SPAN セッ ショ ンの範囲 （list は有効なセッ ショ ンの範囲） を表示し
ま す。 1 つのセッ ショ ンまたはセッ ショ ンの範囲のいずれかが表示さ
れ、 範囲の場合、 2 つの数字の うち低い方が 初になり ま す （ハイフ
ンで区切ら れま す）。 カンマ区切り のパラメ ータ間、 またはハイフン
指定の範囲にスペースは入力しません。

（注） こ のキーワードは、 特権 EXEC モードの場合だけ使用可能
です。

remote リ モート の  SPAN セッ ショ ンだけを表示しま す。

detail （任意） 指定さ れたセッ ショ ンの詳細情報を表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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show monitor
Ingress : Disabled
Session 2
---------
Type : Remote Source Session
Source VLANs :
TX Only : 10
Both : 1-9
Dest RSPAN VLAN : 105

次の例では、ローカ ル SPAN 送信元セッ ショ ン 1 に対する show monitor コマン ドの出力を示し
ま す。

Switch# show monitor session 1
Session 1
---------
Type : Local Session
Source Ports :
RX Only : Gi0/1
Both : Gi0/2-3,Gi0/5-6
Destination Ports : Gi0/20
Encapsulation : Replicate
Ingress : Disabled

次の例では、 入力ト ラフィ ッ ク転送を イネーブルにした場合の  show monitor session all コマン
ドの出力を示しま す。

Switch# show monitor session all
Session 1
---------
Type : Local Session
Source Ports :
Both : Gi0/2
Destination Ports : Gi0/3
Encapsulation : Native
Ingress : Enabled, default VLAN = 5
Ingress encap : DOT1Q

Session 2
---------
Type : Local Session
Source Ports :
Both : Gi0/8
Encapsulation : Replicate
Ingress : Enabled, default VLAN = 4
Ingress encap : Untagged

関連コマンド コマンド 説明

monitor session SPAN または RSPAN セッ ショ ンを開始、 または修正しま す。
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show mvr
show mvr
現在のマ ルチキャ スト  VLAN レジスト レーショ ン （MVR） グローバル パラメ ータ値を表示す
るには、 キーワードを指定し ないで show mvr 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show mvr 

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン コマン ド情報には、 MVR がイネーブルであるかど うか、 MVR マ ルチキャ スト  VLAN、 大ク
エリ ー応答時間、 マ ルチキャ スト  グループ数、 および MVR モード （dynamic または 
compatible） が含ま れま す。

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

例 次の例では、 show mvr コマン ドの出力を示しま す。 マ ルチキャ スト  グループの 大数は 256 
です。 MVR モードは、 compatible （Catalyst 2900 XL および Catalyst 3500 XL ス イッ チと 連動す
る場合） または dynamic （動作が IGMP スヌーピング動作と 一貫性があり 、 送信元ポート 上で
ダイナミ ッ ク  MVR メ ンバーシッ プがサポート さ れて いる場合） のいずれかです。

Switch# show mvr
MVR Running: TRUE
MVR multicast VLAN: 1
MVR Max Multicast Groups: 256
MVR Current multicast groups: 0
MVR Global query response time: 5 (tenths of sec)
MVR Mode: compatible

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

mvr （グローバル コ ンフィ
ギュレーショ ン）

ス イッ チ上でマ ルチキャ スト  VLAN レジスト レーショ ンを イ
ネーブルにして、 設定しま す。

mvr （インターフェ イス  コ
ンフィ ギュレーショ ン）

MVR ポート を設定しま す。

show mvr interface コマン ドに interface および members キーワードを追加した場
合、 設定さ れた  MVR インターフェ イス、 指定さ れた インター
フェ イスのステータス、 またはインターフェ イスが属するすべ
てのマ ルチキャ スト  グループが表示さ れま す。

show mvr members MVR マ ルチキャ スト  グループのメ ンバであるポート すべてを表
示しま す。 グループ内にメ ンバがいない場合、 グループは非ア
ク ティ ブであるこ と を示しま す。
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show mvr interface
show mvr interface
Multicast VLAN Registration （MVR） レシーバおよび送信元ポート を表示するには、 キーワー
ドを指定せずに show mvr interface 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show mvr interface [interface-id [members [vlan vlan-id]]] 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 入力したポート が非 MVR ポート または送信元ポート の場合は、 エラー メ ッ セージが戻さ れま
す。 入力したポート がレシーバ ポート の場合は、 ポート  タ イプ、 ポート 単位のステータス、
および即時脱退設定が表示さ れま す。

members キーワードを入力すると 、 インターフェ イス上の  MVR グループ メ ンバがすべて表示
さ れま す。 VLAN ID を入力すると 、 VLAN の  MVR グループ メ ンバがすべて表示さ れま す。

キーワードを指定してこ のコマン ドを使用すると 、 特定のレシーバ ポート の MVR パラメ ータ
が表示さ れま す。

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

例 次の例では、 show mvr interface コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show mvr interface
Port      Type            Status          Immediate Leave
----      ----            -------         ---------------
Gi1/0/1     SOURCE          ACTIVE/UP       DISABLED
Gi1/0/2     RECEIVER        ACTIVE/DOWN     DISABLED

interface-id （任意） インターフェ イスの  MVR タ イプ、 ステータス、 および即時
脱退設定を表示しま す。

有効なインターフェ イスには、 物理ポート （タ イプ、 スタッ ク  メ ン
バ、 モジュール、 ポート 番号を含む） が含ま れま す。

（注） スタッ ク構成がサポート さ れて いるのは、 Catalyst 2960-S ス
イッ チだけです。

members （任意） 指定さ れた インターフェ イスが属する MVR グループを すべ
て表示しま す。

vlan vlan-id （任意） この VLAN 上の  MVR グループ メ ンバを すべて表示しま す。
指定でき る範囲は 1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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show mvr interface
上記の  Status の定義は、 次のと おり です。

• ACTIVE は、 ポート が VLAN に含ま れて いるこ と を意味しま す。

• UP/DOWN は、 ポート が転送中か転送中でないかを示しま す。

• INACTIVE は、 ポート が VLAN に含ま れて いないこ と を意味しま す。

次の例では、 指定さ れたポート の  show mvr interface コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show mvr interface gigabitethernet1/0/2
Type: RECEIVER Status: ACTIVE Immediate Leave: DISABLED 

次の例では、 show mvr interface interface-id members コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show mvr interface gigabitethernet1/0/2 members
239.255.0.0     DYNAMIC ACTIVE
239.255.0.1     DYNAMIC ACTIVE
239.255.0.2     DYNAMIC ACTIVE
239.255.0.3     DYNAMIC ACTIVE
239.255.0.4     DYNAMIC ACTIVE
239.255.0.5     DYNAMIC ACTIVE
239.255.0.6     DYNAMIC ACTIVE
239.255.0.7     DYNAMIC ACTIVE
239.255.0.8     DYNAMIC ACTIVE
239.255.0.9     DYNAMIC ACTIVE

関連コマンド コマンド 説明

mvr （グローバル コ ンフィ ギュ
レーショ ン）

ス イッ チ上でマ ルチキャ スト  VLAN レジスト レーショ ンを
イネーブルにして、 設定しま す。

mvr （インターフェ イス  コ ン
フィ ギュレーショ ン）

MVR ポート を設定しま す。

show mvr ス イッ チのグローバル MVR 設定を表示しま す。

show mvr members MVR マ ルチキャ スト  グループのメ ンバであるすべてのレ
シーバ ポート を表示しま す。
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show mvr members
show mvr members
現在 IP マ ルチキャ スト  グループのメ ンバであるすべてのレシーバおよび送信元ポート を表示
するには、 show mvr members 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show mvr members [ip-address]

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン show mvr members コマン ドは、 レシーバおよび送信元ポート に適用さ れま す。 MVR 互換モー
ドの場合、 すべての送信元ポート は、 すべてのマ ルチキャ スト  グループのメ ンバです。

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

例 次の例では、 show mvr members コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show mvr members
MVR Group IP    Status          Members
------------    ------          -------
239.255.0.1     ACTIVE          Gi1/0/1(d), Gi1/0/2(s)
239.255.0.2     INACTIVE        None
239.255.0.3     INACTIVE        None
239.255.0.4     INACTIVE        None
239.255.0.5     INACTIVE        None
239.255.0.6     INACTIVE        None
239.255.0.7     INACTIVE        None
239.255.0.8     INACTIVE        None
239.255.0.9     INACTIVE        None
239.255.0.10    INACTIVE        None

<output truncated>

次の例では、 show mvr members ip-address コマン ドの出力を示しま す。次のアドレスを持った  
IP マ ルチキャ スト  グループのメ ンバを表示しま す。

Switch# show mvr members 239.255.0.2
239.255.003.--22     ACTIVE          Gi1/0/1(d), Gi1/0/2(d), Gi1/0/3(d), 
                                     Gi1/0/4(d), Gi1/0/5(s)

ip-address （任意） IP マ ルチキャ スト  アドレスです。 アドレスを入力すると 、 マ
ルチキャ スト  グループのメ ンバであるすべてのレシーバおよび送信
元ポート が表示さ れま す。 アドレスを入力し ない場合は、 すべての  
Multicast VLAN Registration （MVR） グループのすべてのメ ンバがリ
スト さ れま す。 グループ内にメ ンバがない場合は、 グループは 
Inactive と して表示さ れま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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show mvr members
関連コマンド コマンド 説明

mvr （グローバル コ ンフィ ギュ
レーショ ン）

ス イッ チ上でマ ルチキャ スト  VLAN レジスト レーショ ンを
イネーブルにして、 設定しま す。

mvr （インターフェ イス  コ ン
フィ ギュレーショ ン）

MVR ポート を設定しま す。

show mvr ス イッ チのグローバル MVR 設定を表示しま す。

show mvr interface コマン ドに members キーワードを追加した場合、 設定さ れ
た  MVR インターフェ イス、 指定さ れた インターフェ イス
のステータス、 またはインターフェ イスが属するすべての
マ ルチキャ スト  グループが表示さ れま す。
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show network-policy profile
show network-policy profile
ネッ ト ワーク  ポリ シー プロフ ァイ ルを表示するには、 show network policy profile 特権 EXEC 
コマン ドを使用しま す。

show network-policy profile [profile number] [detail] 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC 

コマンド 履歴

例 次の例では、 show network-policy profile コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show network-policy profile 
Network Policy Profile 10
   voice vlan 17 cos 4 
  Interface: 
   none 
Network Policy Profile 30
   voice vlan 30 cos 5 
  Interface: 
   none 
Network Policy Profile 36
   voice vlan 4 cos 3 
  Interface: 
   Interface_id 

関連コマンド

profile 
number

（任意） ネッ ト ワーク  ポリ シー プロフ ァイ ル番号を表示しま す。 プロフ ァイ ル
が入力さ れて いない場合、 すべてのネッ ト ワーク  ポリ シー プロフ ァイ ルが表示
さ れま す。

detail （任意） 詳細なステータスと 統計情報を表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(55)SE このコマン ドは、 LAN Lite イメ ージでサポート さ れま す。

コマンド 説明

network-policy インターフェ イスにネッ ト ワーク ポリ シーを適用しま す。

network-policy profile （グローバ
ル コ ンフィ ギュレーショ ン）

ネッ ト ワーク ポリ シー プロフ ァイ ルを作成しま す。

network-policy profile （ネッ ト
ワーク ポリ シー コ ンフィ ギュ
レーショ ン）

ネッ ト ワーク ポリ シー プロフ ァイ ルの属性を設定しま す。
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show nmsp
show nmsp
ス イッ チのネッ ト ワーク  モビリ ティ  サービス  プロト コ ル （NMSP） 情報を表示するには、
show nmsp 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 こ のコマン ドは、 ス イッ チで暗号化ソ フト ウェ
ア イメ ージが実行さ れて いる場合にだけ利用できま す。

show nmsp {attachment suppress interface | capability | notification interval | statistics 
{connection | summary} | status | subscription {detail | summary}}  

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

例 次の例では、 show nmsp attachment suppress interface コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show nmsp attachment suppress interface
NMSP Attachment Suppression Interfaces
--------------------------------------
GigabitEthernet1/1
GigabitEthernet1/2

次の例では、 show nmsp capability コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show nmsp capability
NMSP Switch Capability
------------------------------

attachment suppress 
interface

アタッ チメ ント 抑制インターフェ イスを表示しま す。

capability サポート さ れるサービスと サブサービスを含むス イッ チ機能を表示
しま す。

notification interval サポート さ れるサービスの通知間隔を表示しま す。

statistics {connection | 
summary}

NMSP 統計情報を表示しま す。

• connection ： 各接続でのメ ッ セージ カ ウンタを表示しま す。

• summary ： グローバル カ ウンタを表示しま す。

status NMSP 接続に関する情報を表示しま す。

subscription {detail | 
summary}

各 NMSP 接続に関するサブスク リ プショ ン情報を表示しま す。

• detail ： 各接続でサブスク ラ イブして いるすべてのサービスと
サブサービスを表示しま す。

• summary ： 各接続でサブスク ラ イブして いるすべてのサービス
を表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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show nmsp
Service          Subservice
-----------       --------------
Attachment    Wired Station
Location        Subscription

次の例では、 show nmsp notification interval コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show nmsp notification interval
NMSP Notification Intervals
----------------------------------
Attachment notify interval: 30 sec (default)
Location notify interval: 30 sec (default)

次の例では、 show nmsp statistics connection コマン ドと  show nmsp statistics summary コマン
ドの出力を示しま す。

Switch# show nmsp statistics connection
NMSP Connection Counters
----------------------------------
Connection 1:
   Connection status: UP
   Freed connection: 0

   Tx message count       Rx message count
   -----------------------     -----------------------
   Subscr Resp: 1            Subscr Req: 1
   Capa Notif: 1              Capa Notif: 1
   Atta Resp: 1                Atta Req: 1
   Atta Notif: 0
   Loc Resp: 1                 Loc Req: 1
   Loc Notif: 0
Unsupported msg: 0

Switch# show nmsp statistics summary
NMSP Global Counters
----------------------------
  Send too big msg: 0
  Failed socket write: 0
  Partial socket write: 0
  Socket write would block: 0
  Failed socket read: 0
  Socket read would block: 0
  Transmit Q full: 0
  Max Location Notify Msg: 0
  Max Attachment Notify Msg: 0
Max Tx Q Size: 0

次の例では、 show nmsp status コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show nmsp status
NMSP Status
----------------
NMSP: enabled
MSE IP Address    TxEchoResp RxEchoReq TxData RxData
172.19.35.109       5 5 4 4 

次の例では、 show nmsp show subscription detail コマン ドと  show nmsp show subscription 
summary コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show nmsp subscription detail
Mobility Services Subscribed by 172.19.35.109:
Services                Subservices
-----------------      -------------------
Attachment:          Wired Station
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show nmsp
Location:               Subscription

Switch# show nmsp subscription summary
Mobility Services Subscribed:
MSE IP Address     Services
--------------------     ---------------------
172.19.35.109       Attachment, Location

関連コマンド コマンド 説明

clear nmsp statistics NMSP 統計カ ウンタをク リ アしま す。

nmsp ス イッ チ上でネッ ト ワーク  モビリ ティ  サービス  プロト コ
ル （NMSP） を イネーブルにしま す。
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show pagp
show pagp
ポート 集約プロト コ ル （PAgP） チャ ネル グループ情報を表示するには、 show pagp コマン ドを  
EXEC モードで使用しま す。

show pagp [channel-group-number] {counters | dual-active | internal | neighbor}  ] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン show pagp コマン ドを入力すると 、 アク ティ ブなチャ ネル グループの情報が表示さ れま す。 非
アク ティ ブ ポート  チャ ネルの情報を表示するには、 チャ ネル グループ番号を指定して  show 
pagp コマン ドを入力しま す。

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

例 次の例では、 show pagp 1 counters コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show pagp 1 counters
             Information        Flush
Port         Sent   Recv     Sent   Recv
--------------------------------------
Channel group: 1
Gi1/0/1    45     42       0      0 
  Gi1/0/2    45     41       0      0 

channel-group-number （任意） チャ ネル グループの番号です。 指定でき る範囲は 1 ～ 6 
です。

counters ト ラフィ ッ ク情報を表示しま す。

dual-active デュ アル アク ティ ブ ステータスを表示しま す。

internal 内部情報を表示しま す。

neighbor ネイバー情報を表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(46)SE dual-active キーワードが追加さ れま した。
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show pagp
次の例では、 show pagp 1 internal コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show pagp 1 internal
Flags:  S - Device is sending Slow hello.  C - Device is in Consistent state.
        A - Device is in Auto mode.
Timers: H - Hello timer is running.        Q - Quit timer is running.
        S - Switching timer is running.    I - Interface timer is running.

Channel group 1
                                  Hello    Partner  PAgP     Learning  Group
Port        Flags State   Timers  Interval Count   Priority   Method  Ifindex
Gi1/0/1     SC    U6/S7   H       30s      1        128        Any      16
Gi1/0/2     SC    U6/S7   H       30s      1        128        Any      16

次の例では、 show pagp 1 neighbor コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show pagp 1 neighbor
Flags:  S - Device is sending Slow hello.  C - Device is in Consistent state.
        A - Device is in Auto mode.        P - Device learns on physical port.

Channel group 1 neighbors
            Partner              Partner          Partner           Partner Group
Port        Name                 Device ID        Port         Age  Flags   Cap.
Gi1/0/1     switch-p2            0002.4b29.4600   Gi01//1        9s SC      10001 
Gi1/0/2     switch-p2            0002.4b29.4600   Gi1/0/2       24s SC      10001 

次の例では、 show pagp dual-active コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show pagp dual-active
PAgP dual-active detection enabled: Yes
PAgP dual-active version: 1.1

Channel group 1
          Dual-Active     Partner              Partner   Partner
Port      Detect Capable  Name                 Port      Version
Gi1/0/1   No              Switch               Gi3/0/3   N/A
Gi1/0/2   No              Switch               Gi3/0/4   N/A

<output truncated>

関連コマンド コマンド 説明

clear pagp PAgP チャ ネル グループ情報をク リ アしま す。
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show policy-map
着信ト ラフィ ッ クの分類基準を定義する Quality of Service （QoS） ポリ シー マッ プを表示する
には、 show policy-map コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show policy-map [policy-map-name [class class-map-name]]  

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

control-plane および interface キーワードは、 コマン ド ラ インのヘルプ スト リ ングには表示さ
れま すが、 サポート さ れて いません。 表示さ れて いる統計情報は無視してく ださ い。

ポリ シーマッ プには、 帯域幅制限および制限を超過した場合の対処法を指定するポリ サーを格
納できま す。

例 次の例では、 show policy-map コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show policy-map
Policy Map videowizard_policy2
  class  videowizard_10-10-10-10
   set dscp 34
   police 100000000 2000000 exceed-action drop

 Policy Map mypolicy
  class  dscp5
   set dscp 6

関連コマンド

policy-map-name （任意） 指定さ れたポリ シー マッ プの名前を表示しま す。

class class-map-name （任意） 各ク ラスの  QoS ポリ シー アクショ ンを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

policy-map 複数のポート に接続可能なポリ シー マッ プを作成または変更して、
サービス  ポリ シーを指定しま す。
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show port-security
インターフェ イスまたはス イッ チのポート  セキュ リ ティ 設定を表示するには、 show 
port-security 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show port-security [interface interface-id] [address | vlan]  

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン キーワードを指定し ないでこ のコマン ドを入力すると 、 ス イッ チのすべてのセキュ ア ポート の
管理ステータス および動作ステータスが出力さ れま す。

interface-id を入力した場合、 コマン ドはインターフェ イスのポート  セキュ リ ティ 設定を表示し
ま す。

address キーワードを指定してコマン ドを入力すると 、 すべての インターフェ イスのセキュ ア 
MAC アドレス、 および各セキュ ア アドレスのエージング情報が表示さ れま す。

interface-id キーワードおよび address キーワードを指定してコマン ドを入力すると 、 各セキュ
ア アドレスのエージング情報を持った インターフェ イスの  MAC アドレスがすべて表示さ れま
す。 インターフェ イス上でポート  セキュ リ ティ がイネーブルでない場合も、 こ のコマン ドを使
用して、 そのインターフェ イスの  MAC アドレスを すべて表示できま す。

vlan キーワードを指定してコマン ドを入力すると 、 インターフェ イスの  VLAN すべてに対する
セキュ ア MAC アドレスの 大設定数および現在数が表示さ れま す。 このオプショ ンは、 ス
イッ チポート  モードが trunk に設定さ れて いるインターフェ イス上だけで表示さ れま す。

例 次の例では、 show port-security コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show port-security
Secure Port      MaxSecureAddr  CurrentAddr  SecurityViolation  Security Action
                    (Count)        (Count)      (Count)
-------------------------------------------------------------------------------
     Gi1/0/1         1             0             0            Shutdown
-------------------------------------------------------------------------------

interface 
interface-id

（任意） 指定さ れた インターフェ イスのポート  セキュ リ ティ 設定を表示しま
す。 有効なインターフェ イスには、 物理ポート （タ イプ、 スタッ ク  メ ンバ、
モジュール、 ポート 番号を含む） が含ま れま す。

（注） スタッ ク構成がサポート さ れて いるのは、 Catalyst 2960-S ス イッ チだ
けです。

address （任意） すべてのポート または指定さ れたポート 上のすべてのセキュ ア MAC 
アドレスを表示しま す。

vlan （任意） 指定さ れた インターフェ イスのすべての  VLAN のポート  セキュ リ
ティ 設定を表示しま す。 このキーワードは、 ス イッ チポート  モードが trunk 
に設定さ れて いるインターフェ イス上だけで表示さ れま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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Total Addresses in System (excluding one mac per port)     : 1
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 6272

次の例では、 show port-security interface interface-id コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show port-security interface gigabitethernet1/0/1
Port Security : Enabled
Port status : SecureUp
Violation mode : Shutdown
Maximum MAC Addresses : 1
Total MAC Addresses : 0
Configured MAC Addresses : 0
Aging time : 0 mins
Aging type : Absolute
SecureStatic address aging : Disabled
Security Violation count : 0

次の例では、 show port-security address コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show port-security address

Secure Mac Address Table
-------------------------------------------------------------------
Vlan    Mac Address       Type                Ports   Remaining Age
                                                         (mins)
----    -----------       ----                -----   -------------
   1    0006.0700.0800    SecureConfigured    Gi1/0/2     1
-------------------------------------------------------------------
Total Addresses in System (excluding one mac per port)     : 1
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 6272

次の例では、 show port-security interface gigabitethernet1/0/2 address コマン ドの出力を示しま
す。

Switch# show port-security interface gigabitethernet1/0/2 address
          Secure Mac Address Table
-------------------------------------------------------------------
Vlan    Mac Address       Type                Ports   Remaining Age
                                                         (mins)
----    -----------       ----                -----   -------------
   1    0006.0700.0800    SecureConfigured    Gi0/2     1
-------------------------------------------------------------------
Total Addresses: 1

次の例では、 show port-security interface interface-id vlan コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show port-security interface gigabitethernet1/0/2 vlan 
Default maximum:not set, using 5120
VLAN  Maximum    Current   
    5    default          1
   10    default         54
   11    default        101
   12    default        101
   13    default        201
   14    default        501

関連コマンド コマンド 説明

clear port-security MAC アドレス  テーブルからス イッ チ上またはインターフェ イ
ス上の特定のタ イプのセキュ ア アドレスまたはすべてのセ
キュ ア アドレスを削除しま す。

switchport port-security ポート 上でポート  セキュ リ ティ を イネーブルにし、 ポート の
使用対象を ユーザ定義のステーショ ン グループに制限し、 セ
キュ ア MAC アドレスを設定しま す。
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show power inline
指定さ れた  Power over Ethernet （PoE） ポート またはすべての  PoE ポート の PoE ステータスを
表示するには、 show power inline コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show power inline [police] [[interface-id | consumption | dynamic-priority] | module 
switch-number] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドを使用するには、 Catalyst 2960-S ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる
必要があり ま す。

例 次の例では、 Catalyst 2960 ス イッ チ上での  show power inline コマン ドの出力を示しま す。 出力
では、 ポート  2 がスタティ ッ ク に設定さ れており 、 電力がこ のポート に事前に割り 当てら れて
いま すが、 受電デバイスは接続さ れて いません。 ポート  6 は、 大ワッ ト 数が 10 W に設定さ
れて いるために power-deny ステート になって いるスタティ ッ ク  ポート です。 接続さ れた受電
デバイスには、 Class 0 または Class 3 装置について報告さ れたク ラスの 大ワッ ト 数が設定さ
れて いま す。 表 2-43 に、 出力内のフィ ールドの説明を示しま す。

Switch# show power inline
Available:370.0(w)  Used:80.6(w)  Remaining:289.4(w)

Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max
                                                      (Watts)
--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----
Fa0/1   auto   on         6.3     IP Phone 7910       n/a   15.4
Fa0/2   static off 15.4  n/a  n/a   15.4
Fa0/3   auto   on         6.3     IP Phone 7910       n/a   15.4

police （任意） リ アルタ イ ムの電力消費に関するパワー ポリ シング情報を表示し
ま す。

interface-id （任意） 指定さ れたインターフェ イスの PoE 関連電力管理情報を表示し
ま す。

consumption （任意） PoE ポート に接続した装置に割り当てられた電力を表示しま す。

dynamic-priority （任意） 各 PoE インターフェ イスのダイナミ ッ ク  プラ イオリ ティ を表示し
ま す。 このキーワードは、 Catalyst 2960-C ス イッ チでのみサポート さ れて
いま す。

module 
switch-number

（任意） 指定さ れたスタッ ク  メ ンバのポート だけを表示しま す。 指定でき
る範囲は 1 ～ 4 です。

（注） スタッ ク構成がサポート さ れているのは、 Catalyst 2960-S ス イッ チ
だけです。

リ リース 変更内容

12.2(44)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(25)FX police キーワードが追加さ れま した。

12.2(55)EX1 dynamic-priority キーワードが追加さ れま した。
2-629
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
show power inline
Fa0/4   auto   on         6.3     IP Phone 7960       2  15.4
Fa0/5   static on 15.4 IP Phone 7960       2  15.4
Fa0/6   static power-deny 10.0  n/a  n/a   10.0
Fa0/7   auto   on         6.3     IP Phone 7910       n/a   15.4
<output truncated>

次の例では、 Catalyst 2960-S ス イッ チ スタッ クの出力を示しま す。 Catalyst 2960-S は、 大
ワッ ト 数 30 W の  PoE+ をサポート して いま す。

Switch# show power inline
Available:370.0(w)  Used:80.6(w)  Remaining:289.4(w)

Module   Available     Used     Remaining
          (Watts)     (Watts)    (Watts) 
------   ---------   --------   ---------
1  370.0      114.9       255.1
2  370.0       34.3       335.

Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max
                            (Watts) 
--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----
Gi1/0/1  auto   on         6.3     IP Phone 7910       n/a   30.0
Gi1/0/2 static off 30  n/a  n/a   30.0
Gi1/0/3 auto   on         6.3     IP Phone 7910       n/a   30.0
Gi1/0/4 auto   on         6.3     IP Phone 7960       2  30.0
<output truncated>

次の例では、 Catalyst 2960CPD-8PT 上での  show power inline コマン ドの出力を示しま す。 使用
可能な電力と 、 接続さ れて いる各デバイスに必要な電力が表示さ れま す。

Switch# show power inline
Available:22.4(w)  Used:15.4(w)  Remaining:7.0(w)

Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max
                            (Watts) 
--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----
Fa0/1     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4 
Fa0/2     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4 
Fa0/3     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4 
Fa0/4     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4 
Fa0/5     auto   on         15.4    IP Phone 8961       4     15.4 
Fa0/6     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4 
Fa0/7     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4 
Fa0/8     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4 

Catalyst 2960CPD-8TT および Catalyst 2960CG-8TC ダウンリ ンク  ポート は、 エン ド  デバイスに
電力を供給できません。 次の例では、 Catalyst 2960CPD-8TT ス イッ チ上での  show power inline 
コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show power inline
Available:0.0(w)  Used:0.0(w)  Remaining:0.0(w)

Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max
                            (Watts)
--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----
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次の例では、 ポート での  show power inline コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show power inline fastethernet2/0/1 
Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max
                            (Watts)
--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----
Fa2/0/1 auto   on         6.3     IP Phone 7910       n/a   15.4

次の例では、すべての  PoE ス イッ チ ポート の show power inline consumption コマン ドの出力を
示しま す。

Switch# show power inline consumption 
Default PD consumption : 15400 mW

次の例では、スタッ ク  メ ンバ 1 での  show power inline module switch-number コマン ドの出力を
示しま す。

Switch# show power inline module 1
Module   Available     Used     Remaining
          (Watts)     (Watts)    (Watts)
------   ---------   --------   ---------
1           370.0      166.2       203.9
Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max
                            (Watts)
--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----
Fa1/0/1   auto   on         6.3     IP Phone 7910       n/a   15.4
Fa1/0/2   auto   on         6.3     IP Phone 7910       n/a   15.4
Fa1/0/3   auto   on         6.3     IP Phone 7910       n/a   15.4
Fa1/0/4   auto   on         6.3     IP Phone 7910       n/a   15.4
Fa1/0/5   auto   on         6.3     IP Phone 7910       n/a   15.4
Fa1/0/6   auto   on         6.3     IP Phone 7910       n/a   15.4
<output truncated>

表 2-43 show power inline のフィ ールドの説明

フィ ールド 説明

Admin 管理モード ： auto、 off、 static

Oper 動作モード ： 

• on ： 受電デバイスが検出さ れ、 電力が適用さ れて いま す。

• off ： PoE が適用さ れて いません。

• faulty ： 装置検出または受電デバイスが障害の状態です。

• power-deny ： 受電デバイスが検出さ れて いま すが、 PoE が使用でき な
い状態か、 大ワッ ト 数が検出さ れた受電デバイスの 大数を超えて
いま す。

Power PoE の供給ワッ ト 数

Device 検出さ れた装置のタ イプ ： n/a、 unknown、 Cisco powered-device、 IEEE 
powered-device、 <CDP からの名前 >

Class IEEE 分類 ： n/a、 Class <0 ～ 4>

Available システ ム内の  PoE の総数

Used ポート に割り 当てら れて いる PoE の数

Remaining システ ム内でポート に割り 当てら れて いない PoE の数 （Available - Used = 
Remaining）
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次の例では、 Catalyst 2960 ス イッ チ上での  show power inline police interface-id コマン ドの出力
を示しま す。 表 2-52 に、 出力内のフィ ールドの説明を示しま す。

Switch# show power inline police gigabitethernet0/4 
Interface Admin  Oper       Admin      Oper       Cutoff Oper
          State  State      Police     Police     Power  Power
--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ -----
Gi0/4 auto power-deny log n/a 4.0 0.0

次の例では、 Catalyst 2960-S ス イッ チ上での  show power inline police コマン ドの出力を示しま
す。

Switch# show power inline police
Module Available Used Remaining

(Watts) (Watts) (Watts)
------   ---------   --------   ---------
1 370.0 0.0 370.0
3 865.0 864.0 1.0

Admin Oper Admin Oper Cutoff Oper 
Interface State State Police Police Power Power
--------- ------ ----------- ---------- ---------- ------ ------
Gi0/1 auto off none n/a n/a 0.0 
Gi0/2 auto off log n/a 5.4 0.0 
Gi0/3 auto off errdisable n/a  5.4 0.0 
Gi0/4 off off none n/a n/a 0.0 
Gi0/5 off  off log n/a 5.4 0.0 
Gi0/6 off off errdisable n/a 5.4 0.0 
Gi0/7 auto off none n/a n/a 0.0 
Gi0/8 auto off log n/a 5.4 0.0 
Gi0/9 auto on none n/a n/a 5.1 
Gi0/10 auto on log ok 5.4 4.2 
Gi0/11 auto on log log 5.4 5.9 
Gi0/12 auto on errdisable ok 5.4 4.2 
Gi0/13 auto errdisable errdisable n/a 5.4 0.0 
<output truncated>

上の例では、 次のよ うになって いま す。

• Gi0/1 ポート はシャッ ト ダウンさ れ、 ポリ シングは設定さ れて いません。

• Gi0/2 ポート はシャッ ト ダウンさ れま すが、 ポリ シングはイネーブルです。 ポリ シング ア
クショ ンによって  Syslog メ ッ セージが生成さ れま す。

• Gi0/3 ポート はシャッ ト ダウンさ れま すが、 ポリ シングはイネーブルです。 ポリ シング ア
クショ ンによってポート がシャッ ト ダウンさ れま す。

• Gi0/4 ポート では、 装置検出がディ セーブルで、 ポート に電力は適用さ れず、 ポリ シングが
ディ セーブルになって いま す。

• Gi0/5 ポート では、 装置検出がディ セーブルで、 電力はポート に適用さ れませんが、 ポリ シ
ングがイネーブルになって いま す。 ポリ シング アクショ ンによって  Syslog メ ッ セージが生
成さ れま す。

• Gi0/6 ポート では、 装置検出がディ セーブルで、 電力はポート に適用さ れませんが、 ポリ シ
ングがイネーブルになって いま す。 ポリ シング アクショ ンによってポート がシャッ ト ダウ
ンさ れま す。

• Gi0/7 ポート は起動して いてポリ シングはディ セーブルですが、 ス イッ チは接続装置に電力
を供給しません。

• Gi0/8 ポート は起動して いて、 ポリ シングがイネーブルになって いま す。 ポリ シング アク
ショ ンによって  Syslog メ ッ セージが生成さ れま す。 ス イッ チは受電デバイスに電力を供給
しません。
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• Gi0/9 ポート は起動して いて、 受電デバイスに接続さ れ、 ポリ シングはディ セーブルになっ
て いま す。

• Gi0/10 ポート は起動して いて、 受電デバイスに接続さ れ、 ポリ シングがイネーブルになっ
て いま す。 ポリ シング アクショ ンによって  Syslog メ ッ セージが生成さ れま す。 リ アルタ イ
ム電力消費がカッ ト オフ値より 少ないため、 ポリ シング アクショ ンは作動しません。

• Gi0/11 ポート は起動して いて、 受電デバイスに接続さ れ、 ポリ シングがイネーブルになっ
て いま す。 ポリ シング アクショ ンによって  Syslog メ ッ セージが生成さ れま す。

• Gi0/12 ポート は起動して いて、 受電デバイスに接続さ れ、 ポリ シングがイネーブルになっ
て いま す。 ポリ シング アクショ ンによってポート はシャッ ト ダウンさ れま す。 リ アルタ イ
ム電力消費がカッ ト オフ値より 少ないため、 ポリ シング アクショ ンは作動しません。

• Gi0/13 ポート は起動して いて、 受電装置に接続さ れ、 ポリ シングがイネーブルになって い
ま す。 ポリ シング アクショ ンによってポート はシャッ ト ダウンさ れま す。

次の例では、 Catalyst 2960CPD-8PT 上での  show power inline police 特権 EXEC コマン ドの出力
を示しま す。

Switch# show power inline police 
Available:22.4(w)  Used:15.4(w)  Remaining:7.0(w)

Interface Admin  Oper       Admin      Oper       Cutoff Oper  
          State  State      Police     Police     Power  Power 
--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ ----- 
Fa0/1     auto   off        none       n/a        n/a    0.0   
Fa0/2     auto   off        none       n/a        n/a    0.0   
Fa0/3     auto   off        none       n/a        n/a    0.0   
Fa0/4     auto   off        none       n/a        n/a    0.0   
Fa0/5     auto   on         none       n/a        n/a    9.5   
Fa0/6     auto   off        none       n/a        n/a    0.0   
Fa0/7     auto   off        none       n/a        n/a    0.0   
Fa0/8     auto   off        none       n/a        n/a    0.0   
--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ ----- 
Totals:                                                  9.5       

次の例では、 ス イッ チ上での  show power inline dynamic-priority コマン ドの出力を示しま す。

Switch> show power inline dynamic-priority
Dynamic Port Priority
-----------------------
Port      OperState Priority
--------- --------- --------
Gi0/1     off       High
Gi0/2     off       High
Gi0/3     off       High
Gi0/4     off       High
Gi0/5     off       High
Gi0/6     off       High
Gi0/7     off       High
Gi0/8     off       High

関連コマンド コマンド 説明

logging event 
power-inline-status

PoE イベント のロギングを イネーブルにしま す。

power inline 指定した  PoE ポート またはすべての  PoE ポート の電力管理モードを設
定しま す。

show controllers 
power inline

指定した  PoE コ ント ローラのレジスタ値を表示しま す。
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show psp config
show psp config
VLAN 上の特定のプロト コ ルに対して設定さ れて いるプロト コ ル スト ー ム プロテクショ ンの
ステータスを表示するには、 show psp config 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show psp config {arp | dhcp | igmp}

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC 

コマンド 履歴

例 次の例では、 show psp config dhcp コマン ドの出力を示しま す。 受信速度が 1 秒間に 35 パケッ
ト を超えた場合にパケッ ト を ドロッ プするよ うにプロト コ ル スト ー ム プロテクショ ンが設定
さ れて いま す。

Switch# show psp config dhcp

-----------------------------------
PSP Protocol Configuration Summary:
-----------------------------------

DHCP Rate Limit    : 35 packets/sec
PSP Action         : Packet Drop

関連コマンド

arp ARP および ARP スヌーピングのプロト コ ル スト ー ム プロテクショ ン ステータ
スを表示しま す。

dhcp DHCP および DHCP スヌーピングのプロト コ ル スト ー ム プロテクショ ン ス
テータスを表示しま す。

igmp IGMP および IGMP スヌーピングのプロト コ ル スト ー ム プロテクショ ン ステー
タスを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(58)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

psp {arp | dhcp | igmp} pps value ARP、 DHCP、 または IGMP のプロト コ ル スト ー ム プロテ
クショ ンを設定しま す。

show psp statistics プロト コ ル スト ー ム プロテクショ ンが設定さ れて いる場合
に、 ドロッ プさ れたパケッ ト の数を表示しま す。

clear psp counter ドロッ プさ れたパケッ ト のカ ウンタをク リ アしま す。
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show psp statistics
show psp statistics
プロト コ ル スト ー ム プロテクショ ンが設定さ れて いる場合に、 すべてのプロト コ ルについて
ドロッ プさ れたパケッ ト の数を表示するには、 show psp statistics 特権 EXEC コマン ドを使用し
ま す。

show psp statistics [arp | dhcp | igmp]

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC 

コマンド 履歴

例 次の例では、 DHCP に対してプロト コ ル スト ー ム プロテクショ ンが設定さ れて いる場合の  
show psp statistics dhcp コマン ドの出力を示しま す。 出力では、 13 個のパケッ ト が ドロッ プさ
れたこ と が示さ れて いま す。

Switch# show psp statistics dhcp

----------------------------------
PSP Protocol Drop Counter Summary:
----------------------------------
DHCP Drop Counter: 13

関連コマンド

arp （任意） ARP および ARP スヌーピングの ドロッ プさ れたパケッ ト の数を表示し
ま す。

dhcp （任意） DHCP および DHCP スヌーピングの ドロッ プさ れたパケッ ト の数を表示
しま す。

igmp （任意） IGMP および IGMP スヌーピングの ドロッ プさ れたパケッ ト の数を表示
しま す。

リ リース 変更内容

12.2(58)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

psp {arp | dhcp | igmp} pps value ARP、 DHCP、 または IGMP のプロト コ ル スト ー ム プロテ
クショ ンを設定しま す。

show psp config プロト コ ル スト ー ム プロテクショ ンの設定を表示しま す。

clear psp counter ドロッ プさ れたパケッ ト のカ ウンタをク リ アしま す。
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show sdm prefer
show sdm prefer
Switch Database Management （SDM） テンプレート に関する情報を表示するには、 show sdm 
prefer 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

Catalyst 2960 ス イッ チおよび Catalyst 2960-C フ ァスト  イーサネッ ト  ス イッ チの場合 ：

show sdm prefer [default | dual-ipv4-and-ipv6 default | lanbase-routing | qos]  

Catalyst 2960-S ス イッ チの場合 ：

show sdm prefer [default | lanbase-routing] 

Catalyst 2960-C ギガビッ ト  イーサネッ ト  ス イッ チの場合 ：

show sdm prefer default

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン sdm prefer グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用してス イッ チ上で SDM テンプ
レート を変更した場合は、 設定を有効にするためにス イッ チを リ ロー ドする必要があり ま す。
reload 特権 EXEC コマン ドを入力する前に、 show sdm prefer コマン ドを入力した場合、 show 
sdm prefer により 、 現在使用しているテンプレート およびリ ロード後にアクティ ブになるテンプ
レート が表示さ れま す 。

default （任意） 機能間のシステ ム リ ソースのバランスをと るテンプレート を表
示しま す。 Catalyst 2960-S ス イッ チでサポート さ れて いるのはこ のテン
プレート だけです。

dual-ipv4-and-ipv6 
default 

（任意） IPv4 と  IPv6 の両方をサポート するデュ アル テンプレート を表
示しま す。 こ のキーワードは、 Catalyst 2960-S ス イッ チではサポート さ
れて いません。

lanbase-routing （任意） SVI 上の  IPv4 スタティ ッ ク  ルーティ ング用のシステ ム リ ソー
スを 大化するテンプレート を表示しま す。

qos （任意） Quality of Service （QoS） アク セス  コ ント ロール エント リ
（ACE） 用のシステ ム リ ソースを 大化するテンプレート を表示しま
す。 こ のキーワードは、 Catalyst 2960-S ス イッ チではサポート さ れて い
ません。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(40)SE dual-ipv4-and-ipv6 default キーワードが追加さ れま した。

12.2(53)SE1 Catalyst 2960-S ス イッ チの  default テンプレート が追加さ れま した。

12.2(55)SE SVI 上のスタティ ッ ク  ルーティ ングに lanbase-routing テンプレート
が追加さ れま した。

12.2(55)EX Catalyst 2960-C のテンプレート が追加さ れま した。
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show sdm prefer
LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チは、 サポート さ れるすべての機能
の 大リ ソースが含ま れるデフォ ルト のテンプレート または lanbase-routing テンプレート のみ
を使用してスタティ ッ ク  ルーティ ングを イネーブルにしま す。

Catalyst 2960-C ギガビッ ト  イーサネッ ト  ス イッ チは、 大リ ソースをサポート するためにデフォ
ルト のテンプレート のみを使用しま す。

各テンプレート で表示さ れる番号は、 各機能のリ ソースにおけるおおよその 大数になり ま
す。 他に設定さ れた機能の実際の数字にも よ るため、 実際の数字と は異なる場合があり ま す。

例 次の例では、Catalyst 2960 ス イッ チ上での  show sdm prefer default コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show sdm prefer default
 "default" template:
The selected template optimizes the resources in
 the switch to support this level of features for
 0 routed interfaces and 255 VLANs.

number of unicast mac addresses:                 8K
  number of IPv4 IGMP groups:                      256
  number of IPv4/MAC qos aces:                     128
  number of IPv4/MAC security aces:                384

次の例では、既存のテンプレート を示して いる、Catalyst 2960 ス イッ チ上での  show sdm prefer 
コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show sdm prefer
The current template is "lanbase-routing" template.
The selected template optimizes the resources in
 the switch to support this level of features for
 8 routed interfaces and 255 VLANs.

number of unicast mac addresses:                  4K
  number of IPv4 IGMP groups + multicast routes:    0.25K
  number of IPv4 unicast routes:                    4.25K
    number of directly-connected IPv4 hosts:        4K
    number of indirect IPv4 routes:                 0.25K
  number of IPv4 policy based routing aces:         0
  number of IPv4/MAC qos aces:                      0.125k

number of IPv4/MAC security aces: 0.375k

次の例では、 Catalyst 2960-S ス イッ チ上での  show sdm prefer default コマン ドの出力を示しま
す。

Switch# show sdm prefer default
 "default" template:
The selected template optimizes the resources in
 the switch to support this level of features for
 0 routed interfaces and 255 VLANs.

number of unicast mac addresses:                  8K
  number of IPv4 IGMP groups:                       0.25K
number of IPv4/MAC qos aces:                      0.375k
  number of IPv4/MAC security aces:                 0.375k

次の例では、 Catalyst 2960 ス イッ チ上での  show sdm prefer qos コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show sdm prefer qos
"qos" template:

The selected template optimizes the resources in
 the switch to support this level of features for
 0 routed interfaces and 255 VLANs.
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show sdm prefer
number of unicast mac addresses:                 8K
  number of IPv4 IGMP groups:                      256
  number of IPv4/MAC qos aces:                     384
  number of IPv4/MAC security aces:                128

次の例では、 Catalyst 2960-C ギガビッ ト  イーサネッ ト  ス イッ チ上での  show sdm prefer コマン
ドの出力を示しま す。

Switch# show sdm prefer qos
The current template is "default" template.
The selected template optimizes the resources in
 the switch to support this level of features for
 0 routed interfaces and 255 VLANs.

number of unicast mac addresses:                  8K
  number of IPv4 IGMP groups:                       0.25K
  number of IPv6 multicast groups:                  0.25K
  number of IPv4/MAC qos aces:                      0.125k
  number of IPv4/MAC security aces:                 0.375k
  number of IPv6 policy based routing aces:         0
  number of IPv6 qos aces:                          60
  number of IPv6 security aces:                     0.125k

関連コマンド コマンド 説明

sdm prefer SDM テンプレート を 大化さ れたリ ソース量に設定しま す。
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show setup express
show setup express
Express Setup モードがス イッ チでアク ティ ブかど うかを表示するには、show setup express 特権 
EXEC コマン ドを使用しま す。

show setup express  

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォ ルト デフォ ルト は定義さ れて いません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

例 次の例は、 show setup express コマン ドの出力を示して いま す。

Switch# show setup express
express setup mode is active

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

setup express Express Setup モードを イネーブルにしま す。
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show spanning-tree
show spanning-tree 
スパニングツリ ーの状態情報を表示するには、 show spanning-tree コマン ドを  EXEC モードで
使用しま す。

show spanning-tree [bridge-group | active [detail] | backbonefast | blockedports | bridge | detail 
[active] | inconsistentports | interface interface-id | mst | pathcost method | root | summary 
[totals] | uplinkfast | vlan vlan-id]  

show spanning-tree bridge-group [active [detail] | blockedports | bridge | detail [active] | 
inconsistentports | interface interface-id | root | summary]  

show spanning-tree vlan vlan-id [active [detail] | blockedports | bridge | detail [active] | 
inconsistentports | interface interface-id | root | summary]  

show spanning-tree {vlan vlan-id | bridge-group} bridge [address | detail | forward-time | 
hello-time | id | max-age | priority [system-id] | protocol]  

show spanning-tree {vlan vlan-id | bridge-group} root [address | cost | detail | forward-time | 
hello-time | id | max-age | port | priority [system-id]  

show spanning-tree interface interface-id [active [detail] | cost | detail [active] | inconsistency | 
portfast | priority | rootcost | state]  

show spanning-tree mst [configuration [digest]] | [instance-id [detail | interface interface-id 
[detail]]  

構文の説明 bridge-group （任意） ブリ ッ ジ グループ番号を指定しま す。 範囲は 1 ～ 255 
です。

active [detail] （任意） アク ティ ブ インターフェ イスのスパニングツリ ー情報だけ
を表示しま す （特権 EXEC モードの場合だけ使用可能）。

backbonefast （任意） スパニングツリ ー BackboneFast ステータスを表示しま す。

blockedports （任意） ブロッ ク さ れたポート の情報を表示しま す （特権 EXEC 
モードの場合だけ使用可能）。

bridge [address | detail | 
forward-time | hello-time | 
id | max-age | priority 
[system-id] | protocol]

（任意） このス イッ チのステータス および設定を表示しま す （オプ
ショ ンのキーワードは特権 EXEC モードの場合だけ使用可能）。

detail [active] （任意） インターフェ イス情報の詳細サマリ ーを表示しま す
（active キーワードは特権 EXEC モードの場合だけ使用可能）。

inconsistentports （任意） 矛盾するポート の情報を表示しま す （特権 EXEC モードの
場合だけ使用可能）。

interface interface-id 
[active [detail] | cost | 
detail [active] | 
inconsistency | portfast | 
priority | rootcost | state]

（任意） 指定さ れた インターフェ イスのスパニングツリ ー情報を表
示しま す （portfast および state 以外のすべてのオプショ ンは特権 
EXEC モードの場合だけ使用可能）。 各インターフェ イスは、 ス
ペースで区切って入力しま す。 インターフェ イスの範囲は入力で
きません。 有効なインターフェ イスと しては、 物理ポート 、
VLAN、 ポート  チャ ネルなどがあり ま す。 指定でき る VLAN 範囲
は 1 ～ 4094 です。 指定でき るポート  チャ ネル範囲は 1 ～ 6 です。
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show spanning-tree
mst [configuration 
[digest]] [instance-id 
[detail | interface 
interface-id [detail]]

（任意） Multiple Spanning-Tree （MST） の リ ージョ ン設定およびス
テータスを表示しま す （特権 EXEC モードの場合だけ使用可能）。

キーワードの意味は次のと おり です。

• digest ： （任意） 現在の  MST 設定 ID （MSTCI） に含ま れる 
MD5 ダイジェスト を表示しま す。 1 つは標準ス イッ チ、 も う  1 
つは先行標準ス イッ チ用の  2 つの別個ダイジェスト が表示さ れ
ま す （特権 EXEC モードの場合だけ使用可能）。 

IEEE 標準の実装のために専門用語が更新さ れ、 txholdcount 
フィ ールドが追加さ れま した。

境界ポート 用に新し いマスター ロールが表示さ れま す。

IEEE 標準ブリ ッ ジがポート に先行標準 BPDU を送信した場合、
pre-standard または Pre-STD と いう用語が表示さ れま す。

ポート が先行標準 BPDU を送信するよ うに設定さ れ、 ポート
で先行標準 BPDU が受信さ れなかったと き、 pre-standard 
(config) または Pre-STD-Cf と いう用語が表示さ れま す。

先行標準 BPDU を送信するよ うに設定さ れて いないポート で
先行標準 BPDU が受信さ れた場合、 pre-standard (rcvd) または 
Pre-STD-Rx と いう用語が表示さ れま す。

下位指定情報が指定ポート で受信さ れた場合、 指定ポート が
フォ ワーディ ング ステート に戻るか指定が中止さ れるまで、
dispute フ ラグが表示さ れま す。

• instance-id ： 1 つのインスタ ンス  ID、 それぞれを ハイフンで区
切った  ID の範囲、またはカンマで区切った一連の  ID を指定で
きま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 4094 です。 現在設定さ れて い
るインスタ ンス数が表示さ れま す。

• interface interface-id ： （任意） 有効なインターフェ イスには、
物理ポート 、 VLAN、 およびポート  チャ ネルが含ま れま す。
指定でき る VLAN 範囲は 1 ～ 4094 です。ポート  チャ ネルの範
囲は 1 ～ 6 です。

• detail ： （任意） インスタ ンスまたはインターフェ イスの詳細情
報を表示しま す。

pathcost method （任意） デフォ ルト のパス  コ スト 方式を表示しま す （特権 EXEC 
モードの場合だけ使用可能）。

root [address | cost | detail 
| forward-time | hello-time 
| id | max-age | port | 
priority [system-id]]

（任意） ルート  ス イッ チのステータス および設定を表示しま す （す
べてのキーワードは特権 EXEC モードの場合だけ使用可能）。

summary [totals] （任意） ポート 状態のサマリ ー、またはスパニングツリ ー ステート  
セクショ ンの総行数を表示しま す。 IEEE Standard と いう語は、 ス
イッ チ上で実行さ れて いる MST バージョ ンを識別しま す。

uplinkfast （任意） スパニングツリ ー UplinkFast ステータスを表示しま す。

vlan vlan-id [active 
[detail] | backbonefast | 
blockedports | bridge 
[address | detail | 
forward-time | hello-time | 
id | max-age | priority 
[system-id] | protocol]

（任意） 指定さ れた  VLAN のスパニングツリ ー情報を表示しま す
（キーワードの一部は特権 EXEC モードの場合だけ使用可能）。
VLAN ID 番号で識別さ れた  1 つの VLAN、 それぞれを ハイフンで
区切った  VLAN 範囲、 またはカンマで区切った一連の  VLAN を指
定できま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 4094 です。
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show spanning-tree
コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン vlan-id 変数を省略した場合は、 すべての  VLAN のスパニングツリ ー インスタ ンスにコマン ド
が適用さ れま す。

例 次の例では、 show spanning-tree active コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show spanning-tree active
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32768
             Address     0001.42e2.cdd0
             Cost        3038
             Port        24 (GigabitEthernet0/1)
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    49153  (priority 49152 sys-id-ext 1)
             Address     0003.fd63.9580
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time 300
  Uplinkfast enabled

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi2/0/1          Root FWD 3019      128.24   P2p
<output truncated>

次の例では、 show spanning-tree detail コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show spanning-tree detail
VLAN0001 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol
  Bridge Identifier has priority 49152, sysid 1, address 0003.fd63.9580
  Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15
  Current root has priority 32768, address 0001.42e2.cdd0
  Root port is 1 (GigabitEthernet0/1), cost of root path is 3038
  Topology change flag not set, detected flag not set
  Number of topology changes 0 last change occurred 1d16h ago
  Times:  hold 1, topology change 35, notification 2
          hello 2, max age 20, forward delay 15
  Timers: hello 0, topology change 0, notification 0, aging 300
  Uplinkfast enabled

 Port 1 (GigabitEthernet0/1) of VLAN0001 is forwarding
   Port path cost 3019, Port priority 128, Port Identifier 128.24.
   Designated root has priority 32768, address 0001.42e2.cdd0
   Designated bridge has priority 32768, address 00d0.bbf5.c680
   Designated port id is 128.25, designated path cost 19
   Timers: message age 2, forward delay 0, hold 0
   Number of transitions to forwarding state: 1
   Link type is point-to-point by default

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(25)SED digest キーワードが追加さ れ、 新規ダイジェスト および伝送ホールド  

カ ウント  フィ ールドが表示さ れま す。
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   BPDU: sent 0, received 72364
<output truncated>

次の例では、 show spanning-tree interface interface-id コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show spanning-tree interface gigabitethernet2/0/1
Vlan             Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
VLAN0001         Root FWD 3019      128.24   P2p

Switch# show spanning-tree summary
Switch is in pvst mode
Root bridge for: none
EtherChannel misconfiguration guard is enabled
Extended system ID   is enabled
Portfast             is disabled by default
PortFast BPDU Guard  is disabled by default
Portfast BPDU Filter is disabled by default
Loopguard            is disabled by default
UplinkFast           is enabled
BackboneFast         is enabled
Pathcost method used is short

Name                   Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
VLAN0001                  1        0         0        11         12
VLAN0002                  3        0         0        1          4
VLAN0004                  3        0         0        1          4
VLAN0006                  3        0         0        1          4
VLAN0031                  3        0         0        1          4
VLAN0032                  3        0         0        1          4
<output truncated>
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
37 vlans                  109      0         0        47         156
Station update rate set to 150 packets/sec.

UplinkFast statistics
-----------------------
Number of transitions via uplinkFast (all VLANs)            : 0
Number of proxy multicast addresses transmitted (all VLANs) : 0

BackboneFast statistics
-----------------------
Number of transition via backboneFast (all VLANs)           : 0
Number of inferior BPDUs received (all VLANs)               : 0
Number of RLQ request PDUs received (all VLANs)             : 0
Number of RLQ response PDUs received (all VLANs)            : 0
Number of RLQ request PDUs sent (all VLANs)                 : 0
Number of RLQ response PDUs sent (all VLANs)                : 0

次の例では、 show spanning-tree mst configuration コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show spanning-tree mst configuration
Name      [region1]
Revision  1
Instance  Vlans Mapped
--------  ------------------
0         1-9,21-4094
1         10-20
----------------------------
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次の例では、 show spanning-tree mst interface interface-id コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show spanning-tree mst interface gigabitethernet2/0/1
GigabitEthernet2/0/1 of MST00 is root forwarding
Edge port: no             (default)        port guard : none        (default)
Link type: point-to-point (auto)           bpdu filter: disable     (default)
Boundary : boundary       (STP)            bpdu guard : disable     (default)
Bpdus sent 5, received 74

Instance role state cost      prio vlans mapped
0        root FWD   200000    128  1,12,14-4094

次の例では、 show spanning-tree mst 0 コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show spanning-tree mst 0
###### MST00        vlans mapped: 1-9,21-4094
Bridge      address 0002.4b29.7a00  priority  32768 (32768 sysid 0)
Root        address 0001.4297.e000  priority  32768 (32768 sysid 0)
            port    Gi1/0/1         path cost 200038
IST master *this switch
Operational hello time 2, forward delay 15, max age 20, max hops 20
Configured  hello time 2, forward delay 15, max age 20, max hops 20

Interface              role state cost      prio type
--------------------   ---- ----- --------- ---- --------------------------------
GigabitEthernet2/0/1   root FWD   200000    128  P2P bound(STP)
GigabitEthernet2/0/2   desg FWD   200000    128  P2P bound(STP)
Port-channel1          desg FWD   200000    128  P2P bound(STP)

関連コマンド コマンド 説明

clear spanning-tree counters スパニングツリ ーのカ ウンタをク リ アしま す。

clear spanning-tree detected-protocols プロト コ ル移行プロセスを再開しま す。

spanning-tree backbonefast BackboneFast 機能を イネーブルにしま す。

spanning-tree bpdufilter インターフェ イスでのブリ ッ ジ プロト コ ル データ  
ユニッ ト （BPDU） の送受信を禁止しま す。

spanning-tree bpduguard BPDU を受信した インターフェ イスを、
error-disabled ステート にしま す。

spanning-tree cost スパニングツリ ーの計算に使用するパス  コ スト を設
定しま す。

spanning-tree extend system-id 拡張システ ム ID 機能を イネーブルにしま す。

spanning-tree guard 選択さ れた インターフェ イスに対応するすべての  
VLAN に対して、 ルート  ガード機能またはループ 
ガード機能を イネーブルにしま す。

spanning-tree link-type スパニングツリ ーがフォ ワーディ ング ステート に高
速移行するよ うに、 デフォ ルト  リ ンク タ イプ設定を
上書き しま す。

spanning-tree loopguard default 単一方向リ ンクの原因と なる障害によって代替ポー
ト またはルート  ポート が指定ポート と して使用さ れ
ないよ うにしま す。

spanning-tree mst configuration Multiple Spanning-Tree （MST） リ ージョ ンを設定す
るための  MST コ ンフィ ギュレーショ ン モードを開
始しま す。

spanning-tree mst cost MST の計算に使用するパス  コ スト を設定しま す。
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spanning-tree mst forward-time すべての  MST インスタ ンスについて転送遅延時間を
設定しま す。

spanning-tree mst hello-time ルート  ス イッ チ コ ンフィ ギュレーショ ン メ ッ セー
ジが送信する hello BPDU の間隔を設定しま す。

spanning-tree mst max-age スパニングツリ ーがルート  ス イッ チからメ ッ セージ
を受信する間隔を設定しま す。

spanning-tree mst max-hops BPDU を廃棄して インターフェ イス用に保持して い
た情報を期限切れにするまでの、 MST リ ージョ ンで
のホッ プ カ ウント を設定しま す。

spanning-tree mst port-priority インターフェ イス  プラ イオリ ティ を設定しま す。

spanning-tree mst priority 指定したスパニングツリ ー インスタ ンスのス イッ チ 
プラ イオリ ティ を設定しま す。

spanning-tree mst root ネッ ト ワークの直径に基づいて、 MST ルート  ス イッ
チのプラ イオリ ティ およびタ イマーを設定しま す。

spanning-tree port-priority インターフェ イス  プラ イオリ ティ を設定しま す。

spanning-tree portfast （グローバル コ
ンフィ ギュレーショ ン）

PortFast 対応インターフェ イス上で BPDU フィ ルタ
リ ング機能または BPDU ガード機能を グローバル
にイネーブルにするか、 またはすべての非ト ランク  
インターフェ イスで PortFast 機能を イネーブルにし
ま す。

spanning-tree portfast （インターフェ
イス  コ ンフィ ギュレーショ ン）

特定の インターフェ イス および対応するすべての  
VLAN 上で、 PortFast 機能を イネーブルにしま す。

spanning-tree uplinkfast リ ンク またはス イッ チに障害がある場合、 またはス
パニングツリ ーが自動的に再設定さ れた場合に、
新し いルート  ポート を短時間で選択でき るよ うにし
ま す。

spanning-tree vlan VLAN 単位でスパニングツリ ーを設定しま す。

コマンド 説明
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show storm-control
ス イッ チまたは指定さ れた インターフェ イス上で、 ブロードキャ スト 、 マ ルチキャ スト 、 また
はユニキャ スト  スト ー ム制御の設定を表示したり 、 スト ー ム制御履歴を表示したり するには、
show storm-control コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show storm-control [interface-id] [broadcast | multicast | unicast]  

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン interface-id を入力すると 、 指定さ れた インターフェ イスのスト ー ム制御しき い値が表示さ れ
ま す。

interface-id を入力し ない場合、 ス イッ チ上のポート すべてのト ラフィ ッ ク  タ イプの設定が表示
さ れま す。

ト ラフィ ッ ク  タ イプを入力し ない場合は、 ブロードキャ スト  スト ー ム制御の設定が表示さ れ
ま す。

例 次の例では、 キーワードを指定せずに入力した  show storm-control コマン ドの出力の一部を示
しま す。 ト ラフィ ッ ク  タ イプのキーワードが入力さ れてないため、 ブロードキャ スト  スト ー
ム制御の設定が表示さ れま す。

Switch# show storm-control
Interface  Filter State   Upper       Lower      Current
---------  -------------  ----------  ---------  ---------
Gi1/0/1      Forwarding 20 pps 10 pps 5 pps
Gi1/0/2      Forwarding 50.00% 40.00% 0.00%
<output truncated>

interface-id （任意） 物理ポート の インターフェ イス  ID （タ イプ、 スタッ ク  メ ンバ、 モ
ジュール、 ポート 番号を含む）

（注） スタッ ク構成をサポート して いるのは、 LAN Base イメ ージを実行
して いる Catalyst 2960-S ス イッ チだけです。

broadcast （任意） ブロードキャ スト  スト ー ムしき い値設定を表示しま す。

multicast （任意） マ ルチキャ スト  スト ー ムしき い値設定を表示しま す。

unicast （任意） ユニキャ スト  スト ー ムしき い値設定を表示しま す。

| begin （任意） expression と 一致する行から表示を開始しま す。

| exclude （任意） expression と 一致する行を表示から除外しま す。

| include （任意） 指定さ れた  expression と 一致する行を表示に含めま す。

expression 参照ポイント と して使用する出力内の文字列です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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次の例では、 指定さ れた インターフェ イスの  show storm-control コマン ドの出力を示しま す。
ト ラフィ ッ ク  タ イプのキーワードが入力さ れてないため、 ブロードキャ スト  スト ー ム制御の
設定が表示さ れま す。

Switch#Switch# show storm-control gigabitethernet 1/0/1
Interface  Filter State   Upper       Lower      Current
--------- -------------  ----------  ---------  ---------
Gi1/0/1      Forwarding 20 pps 10 pps 5 pps

表 2-44 に show storm-control の出力で表示さ れる各フィ ールドの説明を示しま す。

関連コマンド

表 2-44 show storm-control のフィ ールドの説明

フィ ールド 説明

Interface インターフェ イスの  ID を表示しま す。

Filter State フィ ルタのステータスを表示しま す。

• blocking ： スト ー ム制御はイネーブルであり 、 スト ー ムが発生し
て いま す。

• forwarding ： スト ー ム制御はイネーブルであり 、 スト ー ムは発生
して いません。

• Inactive ： スト ー ム制御はディ セーブルです。

Upper 上限抑制レベルを利用可能な全帯域幅のパーセンテージと して、 毎秒
のパケッ ト 数または毎秒の ビッ ト 数で表示しま す。

Lower 下限抑制レベルを利用可能な全帯域幅のパーセンテージと して、 毎秒
のパケッ ト 数または毎秒の ビッ ト 数で表示しま す。

Current ブロードキャ スト  ト ラフィ ッ ク または指定さ れたト ラフィ ッ ク  タ イ
プ （ブロー ドキャ スト 、 マ ルチキャ スト 、 ユニキャ スト ） の帯域幅の
使用状況を、 利用可能な全帯域幅のパーセンテージで表示しま す。 こ
のフィ ールドは、 スト ー ム制御がイネーブルの場合だけ有効です。

コマンド 説明

storm-control ス イッ チにブロードキャ スト 、 マ ルチキャ スト 、 およびユニキャ スト  
スト ー ム制御レベルを設定しま す。
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show switch
スタッ ク  メ ンバまたはス イッ チ スタッ ク に関連した情報を表示するには、 show switch コマン
ドを  EXEC モードで使用しま す。

show switch [stack-member-number | detail | neighbors | stack-ports[summary] | stack-ring 
activity [detail] | speed]  

（注） こ のコマン ドは、LAN base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チのみでサポート さ
れて いま す。

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドでは、 次のステート が表示さ れま す。

• Waiting ： ス イッ チは起動中で、 スタッ ク内にある他のス イッ チからの通信を待って いま
す。 ス イッ チはまだスタッ ク  マスターであるかど うかを判別して いません。

スタッ ク  マスター選出に参加して いないスタッ ク  メ ンバは、 スタッ ク  マスターが選出さ
れ準備ができ るまで Waiting ステート のままです。

• Initializing ： ス イッ チがそのスタッ ク  マスター ステータスを判別しま した。 ス イッ チがス
タッ ク  マスターでない場合、 こ のス イッ チはスタッ ク  マスターからシステ ム レベルおよ
びインターフェ イス  レベルの設定を受信してロードして いま す。

• Ready ： メ ンバがシステ ム レベルおよびインターフェ イス  レベルの設定のロードを完了し、
ト ラフィ ッ クを転送でき るよ うになって いま す。

• Master Re-Init ： マスターの再選出で、 異なるメ ンバがマスターに選出さ れた直後のステー
ト 。 新し いマスターがその設定を再初期化して いま す。 こ のステート は、 新し いマスター
だけに適用さ れま す。

stack-member-number （任意） 指定さ れたメ ンバの情報を表示しま す。 指定でき る範囲は 
1 ～ 4 です。

detail （任意） スタッ ク  リ ングの詳細情報を表示しま す。

neighbors （任意） スタッ ク全体のネイバーを表示しま す。

stack-ports （任意） スタッ ク全体のポート 情報を表示しま す。

stack-ports [summary] （任意） スタッ ク  ケーブルの長さ、 スタッ ク  リ ンクのステータス、
およびループバッ クのステータスを表示しま す。

stack-ring activity 
[detail]

（任意） スタッ ク  リ ングに送信さ れたフレー ム数を、 メ ンバ単位で
表示しま す。 スタッ ク  リ ング、 受信キュー、 および ASIC に送信さ
れるフレー ム数をメ ンバ単位で表示するには、 detail キーワードを
使用しま す。

stack-ring speed （任意） スタッ ク  リ ングの速度を表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(53)SE1 このコマン ドが追加さ れま した。 
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• Ver Mismatch ： Version-Mismatch モードのス イッ チ。 Version-Mismatch モードは、 スタッ ク
に加入して いるス イッ チに、 マスターと は異なるスタッ ク  プロト コ ル マイナー バージョ
ン番号がある状態です。

• SDM Mismatch ： Switch Database Management （SDM） ミ スマッ チ モードのス イッ チ。 SDM 
ミ スマッ チは、 マスターで実行して いる SDM テンプレート を メ ンバがサポート して いない
状態です。

• Provisioned ： 事前設定さ れたス イッ チが、 スタッ クのアク ティ ブ メ ンバになる前のステー
ト 、 またはスタッ ク  メ ンバがスタッ クから脱退した後のステート 。 プロ ビジョ ニングさ れ
たス イッ チでは、 MAC アドレス およびプラ イオリ ティ 番号は、 常に 0 と 表示さ れま す。

起動中のメ ンバ （マスターを含む） の代表的なステート 遷移は、 Waiting -> Initializing -> Ready 
です。

マスター選出後にマスターになるメ ンバの代表的なステート 遷移は、 Ready -> Master Re-Init -> 
Ready です。

Version-Mismatch モードのメ ンバの代表的なステート 遷移は、 Waiting -> Ver Mismatch です。

スタッ ク にプロ ビジョ ニングさ れたス イッ チが存在するかど うかを識別するには、 show switch 
コマン ドを使用できま す。show running-config および show startup-config 特権 EXEC コマン ド
では、 こ の情報は提供さ れません。

永続的 MAC アドレスがイネーブルになって いる場合、 スタッ クの  MAC-persistency wait-time 
も表示さ れま す。

例 次の例では、 スタッ クのサマリ ー情報を示しま す。

Switch# show switch
                                               Current
Switch#  Role      Mac Address     Priority     State
--------------------------------------------------------
 6       Member    0003.e31a.1e00     1         Ready
*8       Master    0003.e31a.1200     1         Ready
2 Member 0000.000.0000 0 Provisioned

次の例では、 スタッ クの詳細情報を示しま す。

Switch# show switch detail
Switch/Stack Mac Address : 0013.c4db.7e00
Mac persistency wait time: 4 mins
                                           H/W   Current
Switch#  Role   Mac Address     Priority Version  State 
----------------------------------------------------------
*1       Master 0013.c4db.7e00     1      0       Ready               
 2       Member 0000.000.0000      0      0       Provisioned
 6       Member 0003.e31a.1e00     1      0       Ready

         Stack Port Status             Neighbors     
Switch#  Port 1     Port 2           Port 1   Port 2 
--------------------------------------------------------
  1       Ok        Down             6        None
  6       Down      Ok               None       1

次の例では、 メ ンバ 6 のサマリ ー情報を示しま す。

Switch# show switch 6
                                               Current
Switch#  Role      Mac Address     Priority     State
--------------------------------------------------------
 6       Member     0003.e31a.1e00     1         Ready
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show switch
次の例では、 スタッ クのネイバー情報を示しま す。

Switch# show switch neighbors
  Switch #    Port A       Port B
  --------    ------       ------
      6        None           8
      8         6            None

次の例では、 スタッ ク ポート 情報を示しま す。

Switch# show switch stack-ports
  Switch #    Port A       Port B
  --------    ------       ------
    6          Down          Ok
    8           Ok          Down

表 2-45 に、 show switch stack-ports summary コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show switch stack-ports summary
Switch#/  Stack   Neighbor   Cable    Link   Link   Sync      #         In  
 Port#     Port              Length    OK   Active   OK    Changes   Loopback
          Status                                          To LinkOK          
--------  ------  --------  --------  ----  ------  ----  ---------  --------
  1/1     Down      2       50 cm     No     NO      No      10         No
  1/2     Ok        3       1 m       Yes    Yes     Yes     0          No
  2/1     Ok        5       3 m       Yes    Yes     Yes     0          No
  2/2     Down      1       50 cm     No     No      No      10         No
  3/1     Ok        1       1 m       Yes    Yes     Yes     0          No
  3/2     Ok        5       1 m       Yes    Yes     Yes     0          No
  5/1     Ok        3       1 m       Yes    Yes     Yes     0          No 
  5/2     Ok        2       3 m       Yes    Yes     Yes     0          No

表 2-45 show switch stack-ports summary コマンドの出力

フィ ールド 説明

Switch#/Port# スタッ ク  メ ンバ番号と そのスタッ ク  ポート 番号。

Stack Port Status • Absent ： ス タッ ク  ポート でケーブルが検出さ れません。

• Down ： ケーブルは検出さ れて いま すが、 接続さ れたネイバーが動
作して いないか、 またはスタッ ク  ポート がディ セーブルになって
いま す。

• OK ： ケーブルが検出さ れ、 接続済みのネイバーが起動して いま す。

Neighbor スタッ ク  ケーブルのも う一方の終端のアク ティ ブなスタッ ク  メ ンバの
ス イッ チ番号。

Cable Length 有効な長さは 50 cm、 1 m、 または 3 m です。

ス イッ チがケーブルの長さを検出でき ない場合は、値は no cable になり
ま す。 ケーブルが接続さ れて いないか、 リ ンク が信頼でき ない可能性
があり ま す。

Link OK こ れは、 リ ンク が安定して いるかど うかを示しま す。

リ ンク  パート ナーと は、 ネイバー ス イッ チ上のスタッ ク  ポート です。

• No ： リ ンクの相手側は、 ポート から無効なプロト コ ル メ ッ セージ
を受信しま す。

• Yes ： リ ンクの相手側は、 ポート から有効なプロト コ ル メ ッ セージ
を受信しま す。
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show switch
次の例では、 スタッ ク リ ングのアク ティ ビティ の詳細情報を示しま す。

Switch# show switch stack-ring activity detail
Switch   Asic  Rx Queue-1  Rx Queue-2  Rx Queue-3  Rx Queue-4       Total
-------------------------------------------------------------------------
1           0     2021864     1228937      281510           0     3532311
1           1          52           0       72678           0       72730
                                              ---------------------------
                                              Switch 1 Total:     3605041
-------------------------------------------------------------------------
2           0     2020901       90833      101680           0     2213414
2           1          52           0           0           0          52
                                              ---------------------------
                                              Switch 2 Total:     2213466
-------------------------------------------------------------------------

Total frames sent to stack ring : 5818507

Note: these counts do not include frames sent to the ring
by certain output features, such as output SPAN and output
ACLs.

関連コマンド

Link Active スタッ ク  ポート がリ ンク  パート ナーと 同じ状態にある場合に表示さ れ
ま す。

• No ： ポート はリ ンクの相手側にト ラフィ ッ クを送信できません。

• Yes ： ポート はリ ンクの相手側にト ラフィ ッ ク を送信できま す。

Sync OK • No ： リ ンク  パート ナーからこ のスタッ ク  ポート に有効なプロト コ
ル メ ッ セージが送信さ れませんでした。

• Yes ： リ ンクの相手側は、 ポート に有効なプロト コ ル メ ッ セージを
送信しま す。

# Changes to LinkOK こ れは、 リ ンクの相対的安定性を示しま す。

短期間で多数の変更が行われた場合は、 リ ンクのフ ラッ プが発生する
こ と があり ま す。

In Loopback • No ： メ ンバの 1 つ以上のスタッ ク  ポート に、 スタッ ク  ケーブルが
接続さ れて いま す。

• Yes ： ス タッ ク  メ ンバのどのスタッ ク  ポート にも 、 スタッ ク  ケー
ブルが接続さ れて いません。

表 2-45 show switch stack-ports summary コマンドの出力 （続き）

フィ ールド 説明

コマンド 説明

reload メ ンバを リ ロー ドし、 設定の変更を有効にしま す。

remote command すべてまたは指定さ れたメ ンバを モニタ リ ングしま す。

session 特定のメ ンバにアク セスしま す。

switch メ ンバのプラ イオリ ティ 値を変更しま す。

switch provision 新し いス イッ チがスタッ ク に加入する前に、 プロ ビジョ ニングしま す。

switch renumber メ ンバ番号を変更しま す。
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show system mtu
show system mtu
グローバル 大伝送単位 （MTU）、 またはス イッ チの 大パケッ ト  サイズ設定を表示するに
は、 show system mtu 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show system mtu  

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン system mtu または system mtu jumbo グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して  
MTU の設定を変更した場合、 ス イッ チを リ セッ ト し ない限り 、 新し い設定は有効になり ませ
ん。

システ ム MTU は 10/100 Mbps で動作するポート を、 システ ム ジャ ンボ MTU はギガビッ ト  
ポート を参照しま す。 システ ム ルーティ ング MTU はルーテッ ド  ポート を参照しま す。

例 次の例では、 show system mtu コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show system mtu
System MTU size is 1500 bytes
System Jumbo MTU size is 1550 bytes

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

system mtu フ ァスト  イーサネッ ト  ポート 、 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ポート 、
またはルーテッ ド  ポート の MTU サイズを設定しま す。
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show udld
show udld
すべてのポート または指定さ れたポート の単方向リ ンク検出 （UDLD） 管理ステータス および
動作ステータスを表示するには、 show udld コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show udld [interface-id]  

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン interface-id を入力し ない場合は、 すべての インターフェ イスの管理上および運用上の  UDLD ス
テータスが表示さ れま す。

例 次の例では、 show udld interface-id コマン ドの出力を示しま す。 こ こ では、 UDLD はリ ンクの
両端でイネーブルに設定さ れて いて、 リ ンク が双方向であるこ と を  UDLD が検出しま す。
表 2-46 に、 出力内のフィ ールドの説明を示しま す。

Switch# show udld gigabitethernet2/0/1
Interface gi2/0/1
---
Port enable administrative configuration setting: Follows device default
Port enable operational state: Enabled
Current bidirectional state: Bidirectional
Current operational state: Advertisement - Single Neighbor detected
Message interval: 60
Time out interval: 5
    Entry 1
    Expiration time: 146
    Device ID: 1
    Current neighbor state: Bidirectional
    Device name: Switch-A 
    Port ID: Gi2/0/1
    Neighbor echo 1 device: Switch-B
    Neighbor echo 1 port: Gi2/0/2 
    Message interval: 5
    CDP Device name: Switch-A

interface-id （任意） インターフェ イスの  ID およびポート 番号です。 有効なイン
ターフェ イスには、 物理ポート と  VLAN が含ま れま す。 指定でき る 
VLAN 範囲は 1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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show udld
 
表 2-46 show udld のフィ ールドの説明

フィ ールド 説明

Interface UDLD に設定さ れたローカ ル デバイスのインターフェ イス。

Port enable administrative 
configuration setting

ポート での  UDLD の設定方法。 UDLD がイネーブルまたはディ
セーブルの場合、ポート の イネーブル設定は運用上のイネーブル 
ステート と 同じです。 それ以外の場合、 イネーブル動作設定は、
グローバルなイネーブル設定によって決ま り ま す。

Port enable operational state こ のポート で UDLD が実際に稼働して いるかど うかを示す動作
ステート 。

Current bidirectional state リ ンクの双方向ステート 。 リ ンク がダウンして いるか、 または 
UDLD 非対応デバイスに接続さ れて いる場合は、 unknown ステー
ト が表示さ れま す。 リ ンク が UDLD 対応デバイスに通常どおり
双方向接続さ れて いる場合は、 bidirectional ステート が表示さ れ
ま す。 その他の値が表示さ れて いる場合は、 正し く 配線さ れて い
ません。

Current operational state UDLD ステート  マシンの現在のフェーズ。 通常の双方向リ ンク
の場合、 多く は、 ステート  マシンはアドバタ イズ フェーズです。

Message interval ローカ ル デバイスから アドバタ イズ メ ッ セージを送信する頻度。
単位は秒です。

Time out interval 検出ウィ ン ド ウ中に、 UDLD がネイバー デバイスからのエコー
を待機する期間 （秒）。

Entry 1 初のキャッ シュ  エント リ の情報。 こ のエント リ には、 ネイ
バーから受信さ れたエコー情報のコ ピーが格納さ れま す。

Expiration time こ のキャ ッ シュ  エント リ の期限が切れるまでの存続期間 （秒）。

Device ID ネイバー デバイスの  ID。

Current neighbor state ネイバーの現在のステート 。 ローカ ル デバイス およびネイバー
装置の両方で UDLD が通常どおり 稼働して いる場合、 ネイバー 
ステート およびローカ ル ステート は双方向です。 リ ンク がダウ
ンして いるか、 またはネイバーが UDLD 対応でない場合、
キャ ッ シュ  エント リ は表示さ れません。

Device name 装置名またはネイバーのシステ ム シリ アル番号。 装置名が設定
さ れて いないか、 またはデフォ ルト （Switch） に設定さ れて いる
場合、 システ ムのシリ アル番号が表示さ れま す。

Port ID UDLD に対して イネーブルに設定さ れたネイバーのポート  ID。

Neighbor echo 1 device エコーの送信元であるネイバーのデバイス名。

Neighbor echo 1 port エコーの送信元であるネイバーのポート 番号 ID。

Message interval ネイバーがアドバタ イズ メ ッ セージを送信する速度 （秒）。

CDP device name CDP デバイス名またはシステ ム シリ アル番号。 装置名が設定さ
れて いないか、 またはデフォ ルト （Switch） に設定さ れて いる場
合、 システ ムのシリ アル番号が表示さ れま す。
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show udld
関連コマンド コマンド 説明

udld UDLD のアグレッ シブ モードまたはノ ーマ ル モードを イネー
ブルにするか、 または設定可能なメ ッ セージ タ イマーの時間
を設定しま す。

udld port 個々の インターフェ イスで UDLD を イネーブルにするか、 ま
たは光フ ァイバ インターフェ イスが udld グローバル コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドによって イネーブルになるのを防ぎ
ま す。

udld reset UDLD によ るすべての インターフェ イス  シャッ ト ダウンを リ
セッ ト し、 ト ラフィ ッ ク が通過するのを再び許可しま す。
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show version
show version
ハード ウェアおよびフ ァー ムウェアのバージョ ン情報を表示するには、 show version コマン ド
を  EXEC モードで使用しま す。

show version  

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

例 次の例では、 show version コマン ドの出力を示しま す。

（注） show version 出力には表示さ れま すが、 コ ンフィ ギュレーショ ン レジスタ情報はス イッ チでサ
ポート さ れて いません。

Switch# show version
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(0.0.16)FX, CISCO 
DEVELOPMENT TEST VERSION
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 17-May-05 01:43 by yenanh
ROM: Bootstrap program is C2960 boot loader
BOOTLDR: C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M), Version 12.2 [lqian-flo_pilsner 100]
Switch uptime is 3 days, 20 hours, 8 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c2960-lanbase-mz.122-0.0.16.FX.bin"
cisco WS-C2960-24TC-L (PowerPC405) processor with 61440K/4088K bytes of memory.
Processor board ID FHH0916001J
Last reset from power-on
Target IOS Version 12.2(25)FX
1 Virtual Ethernet interface
24 FastEthernet interfaces
2 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.
64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address       : 00:0B:FC:FF:E8:80
Motherboard assembly number     : 73-9832-02
Motherboard serial number       : FHH0916001J
Motherboard revision number     : 01
System serial number            : FHH0916001J
Hardware Board Revision Number  : 0x01

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image            
------   -----  -----              ----------              ----------          
*    1   26     WS-C2960-24TC-L    12.2(0.0.16)FX          C2960-LANBASE-M     
Configuration register is 0xF

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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show vlan
show vlan
ス イッ チ上のすべての設定済み VLAN またはある VLAN （VLAN ID または名前を指定した場
合） のパラメ ータを表示するには、 show vlan コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show vlan [brief | id vlan-id |  mtu | name vlan-name | remote-span | summary] 

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン show vlan mtu コマン ド出力では、MTU_Mismatch 列に VLAN 内のすべてのポート に同じ  MTU 
があるかど うかを示しま す。 こ の列に yes が表示さ れて いる場合、 VLAN の各ポート に別々の  
MTU があり 、 パケッ ト が、 大き い MTU を持つポート から小さ い MTU を持つポート にス イッ
チングさ れると 、 ドロッ プさ れるこ と があり ま す。 VLAN に SVI がない場合、 ハイフン （-）
記号が SVI_MTU 列に表示さ れま す。 MTU-Mismatch 列に yes が表示さ れて いる場合、
MiniMTU を持つポート と  MaxMTU を持つポート 名が表示さ れま す。

（注） ifindex、 internal usage、 および private-vlan キーワードは、 コマン ド ラ インのヘルプ スト リ ン
グに表示さ れま すが、 サポート さ れて いません。

brief （任意） VLAN ごと に VLAN 名、 ステータス、 およびポート を  1 行で
表示しま す。

id vlan-id （任意） VLAN ID 番号で特定さ れた  1 つの  VLAN に関する情報を表示
しま す。 vlan-id に指定でき る範囲は 1 ～ 4094 です。

mtu （任意） VLAN のリ スト と 、 VLAN のポート に設定さ れて いる 小お
よび 大伝送単位 （MTU） サイズを表示しま す。

name vlan-name （任意） VLAN 名で特定さ れた  1 つの  VLAN に関する情報を表示しま
す。 VLAN 名は、 1 ～ 32 文字の  ASCII 文字列です。

remote-span （任意） Remote SPAN （RSPAN） VLAN に関する情報を表示しま す。

summary （任意） VLAN サマリ ー情報を表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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show vlan
例 次の例では、 show vlan コマン ドの出力を示しま す。 表 2-47 に、 出力内のフィ ールドの説明を
示しま す。

Switch# show vlan
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3, Gi0/4
                                                Gi0/5, Gi0/6, Gi0/7, Gi0/8
                                                Gi0/9, Gi0/10, Gi0/11, Gi0/12
                                                Gi0/13, Gi0/14, Gi0/15, Gi0/16
<output truncated>

2    VLAN0002                         active
3    VLAN0003                         active

<output truncated>

1000 VLAN1000                         active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        1002   1003
2    enet  100002     1500  -      -      -        -    -        0      0
3    enet  100003     1500  -      -      -        -    -        0      0

<output truncated>

1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0

Remote SPAN VLANs
------------------------------------------------------------------------------

Primary Secondary Type              Ports
------ --------- ----------------- ------------------------------------------

表 2-47 show vlan コマンドの出力フィ ールド

フィ ールド 説明

VLAN VLAN 番号。

Name VLAN の名前 （設定さ れて いる場合）。

Status VLAN のステータス （active または suspend）。

Ports VLAN に属するポート 。

Type VLAN のメ ディ ア タ イプ。

SAID VLAN のセキュ リ ティ  アソ シエーショ ン ID 値。

MTU VLAN の 大伝送単位サイズ。

Parent 親 VLAN （存在する場合）。

RingNo VLAN のリ ング番号 （該当する場合）。
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show vlan
次の例では、 show vlan summary コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show vlan summary
Number of existing VLANs           : 45
 Number of existing VTP VLANs      : 45
 Number of existing extended VLANs : 0

次の例では、 show vlan id コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show vlan id 2
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
2    VLAN0200                         active    Gi0/1, Gi0/2

2    VLAN0200  active    Fa1/3, Fa2/5, Fa2/6
VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
2    enet  100002     1500  -      -      -        -    -        0      0

Remote SPAN VLAN
----------------
Disabled

関連コマンド

BrdgNo VLAN のブリ ッ ジ番号 （該当する場合）。

Stp VLAN で使用さ れるスパニングツリ ー プロト コ ル タ イプ。

BrdgMode この VLAN のブリ ッ ジング モード ： 可能な値はソース ルート  ブリ ッ
ジング （SRB） およびソース ルート  ト ランスペアレ ント （SRT） で、
デフォ ルト は SRB です。

Trans1 ト ランスレーショ ン ブリ ッ ジ 1。

Trans2 ト ランスレーショ ン ブリ ッ ジ 2。

Remote SPAN VLANs 設定さ れて いる RSPAN VLAN を識別しま す。

Primary/Secondary/
Type/Ports

—

表 2-47 show vlan コマンドの出力フィ ールド  （続き）

フィ ールド 説明

コマンド 説明

switchport mode ポート の VLAN メ ンバーシッ プ モードを設定しま す。

usb-inactivity-timeout VLAN 1 ～ 4094 を設定でき る場合、 VLAN コ ンフィ ギュレーショ ン 
モードを イネーブルにしま す。
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show vmps
VLAN Query Protocol （VQP） バージョ ン、 再確認インターバル、 再試行回数、 VLAN メ ンバー
シッ プ ポリ シー サーバ （VMPS） の  IP アドレス、 および現在のサーバやプラ イマリ  サーバを
表示するには、 キーワードを指定せずに show vmps コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。
statistics キーワードを使用すると 、 ク ラ イアント 側の統計情報が表示さ れま す。

show vmps [statistics]  

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

例 次の例では、 show vmps コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show vmps
VQP Client Status:
--------------------
VMPS VQP Version:   1
Reconfirm Interval: 60 min
Server Retry Count: 3
VMPS domain server:

Reconfirmation status
---------------------
VMPS Action:         other

次の例では、 show vmps statistics コマン ドの出力を示しま す。 表 2-48 に、 出力内の各フィ ール
ドの説明を示しま す。

Switch# show vmps statistics
VMPS Client Statistics
----------------------
VQP  Queries:               0
VQP  Responses:             0
VMPS Changes:               0
VQP  Shutdowns:             0
VQP  Denied:                0
VQP  Wrong Domain:          0
VQP  Wrong Version:         0
VQP  Insufficient Resource: 0 

statistics （任意） VQP のク ラ イアント 側統計情報およびカ ウンタを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX こ のコマン ドが追加さ れま した。 
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関連コマンド

表 2-48 show vmps statistics のフィ ールドの説明

フィ ールド 説明

VQP Queries ク ラ イアント から  VMPS に送信さ れるク エリ ー数。

VQP Responses VMPS からク ラ イアント に送信さ れる応答数。

VMPS Changes サーバ間で VMPS を変更した回数。

VQP Shutdowns ポート をシャ ッ ト ダウンするために VMPS が応答を送信した回数。 ク ラ
イアント はポート をディ セーブルにし、 このポート 上のすべてのダイナ
ミ ッ ク  アドレスを アドレス  テーブルから削除しま す。 接続を復元するに
は、 ポート を再び管理上の イネーブル状態にする必要があり ま す。

VQP Denied VMPS がセキュ リ ティ 上の理由からク ラ イアント 要求を拒否した回数。
VMPS の応答がアドレスを拒否した場合、 そのアドレスでワーク ステー
ショ ンと のフレー ム伝送は実行さ れません （ポート が VLAN に割り 当て
ら れて いる場合、 ブロードキャ スト またはマ ルチキャ スト  フレー ムが
ワーク ステーショ ンに対して配信さ れま す）。 ク ラ イアント は拒否さ れ
たアドレスをブロッ ク済みアドレスと して アドレス  テーブルに保管しま
す。 こ れにより 、 このワーク ステーショ ンから受信した各新規パケッ ト
に対するク エリ ーが、 こ れ以上 VMPS に送信さ れなく なり ま す。 エー
ジング タ イ ム内に、 このポート でこのワーク ステーショ ンからの新規
パケッ ト を受信し ない場合、 ク ラ イアント はアドレスを期限切れにし
ま す。

VQP Wrong Domain 要求内の管理ドメ インが VMPS の管理ドメ インと 一致し ない回数。 ポー
ト の従来の  VLAN 割り 当ては変更さ れません。 この応答は、 サーバおよ
びク ラ イアント に同じ  VTP 管理ドメ インが設定さ れて いないこ と を意味
しま す。

VQP Wrong Version ク エリ ー パケッ ト のバージョ ン フィ ールドに、 VMPS でサポート さ れて
いるバージョ ンより も大き い値が格納さ れる回数。 ポート の  VLAN 割り
当ては変更さ れません。 ス イッ チは VMPS バージョ ン 1 要求だけを送信
しま す。

VQP Insufficient 
Resource

リ ソースのアベイラ ビリ ティ に問題があるために、 VMPS が要求に応答
でき ない回数。 再試行制限に達して いない場合、 ク ラ イアント はサーバ
ごと の再試行回数に達したかど うかに応じて、 同じサーバまたは次の代
替サーバに要求を再送信しま す。

コマンド 説明

clear vmps statistics VQP ク ラ イアント に保持さ れて いる統計情報をク リ アしま す。

vmps reconfirm （特権 
EXEC）

VQP ク エリ ーを送信して、 VMPS でのすべてのダイナミ ッ ク  VLAN 
割り 当てを再確認しま す。

vmps retry VQP ク ラ イアント のサーバごと の再試行回数を設定しま す。

vmps server プラ イマリ  VMPS、 および 大で 3 台のセカンダリ  サーバを設定し
ま す。
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show vtp
VLAN ト ランキング プロト コ ル （VTP） の管理ドメ イン、 ステータス、 およびカ ウンタに関す
る一般情報を表示するには、 show vtp コマン ドを  EXEC モードで使用しま す。

show vtp {counters | devices [conflicts] | interface [interface-id] | password | status}  

構文の説明

コマンド  モード ユーザ EXEC
特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ス イッ チが VTP バージョ ン 3 を実行中に show vtp password コマン ドを入力すると 、 表示は次
の ルールに従いま す。

• password password グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドで hidden キーワードを指
定せず、 ス イッ チ上で暗号化がイネーブルでない場合、 パス ワードはク リ ア テキスト で表
示さ れま す。

• password password コマン ドで hidden キーワードを指定せず、 ス イッ チ上で暗号化がイ
ネーブルの場合、 暗号化さ れたパス ワードが表示さ れま す。

• password password コマン ドに hidden キーワードが含ま れて いた場合、 16 進数の秘密キー
が表示さ れま す。

counters ス イッ チの  VTP 統計情報を表示しま す。

password 設定さ れた  VTP パス ワードを表示しま す。

devices ドメ イン内のすべての  VTP バージョ ン 3 デバイスに関する情報を表
示しま す。 このキーワードは、 ス イッ チが VTP バージョ ン 3 を実行
して いない場合だけ適用さ れま す。

conflicts （任意） 競合するプラ イマリ  サーバを持つ VTP バージョ ン 3 デバイス
に関する情報を表示しま す。 ス イッ チが VTP ト ランスペアレ ント  
モードまたは VTP オフ  モードにある場合、 こ のコマン ドは無視さ れ
ま す。

interface [interface-id] すべての インターフェ イスまたは指定さ れた インターフェ イスに対す
る VTP のステータス および設定を表示しま す。 interface-id には物理
インターフェ イスまたはポート  チャ ネルを指定できま す。

status VTP 管理ドメ インのステータスに関する一般情報を表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(52)SE devices および interface キーワードが VTP バージョ ン 3 に追加さ れま

した。
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例 次の例では、 show vtp devices コマン ドの出力を示しま す。 Conflict 列の  Yes は、 応答するサー
バがその機能のローカ ル サーバと 競合して いるこ と を意味しま す。 つま り 、 同じ ドメ イン内の  
2 つのス イッ チは、 データベースに対して同じプラ イマリ  サーバを持ちません。

Switch# show vtp devices

Retrieving information from the VTP domain. Waiting for 5 seconds.
VTP Database Conf switch ID      Primary Server Revision   System Name
             lict     
------------ ---- -------------- -------------- ---------- ---------------------- 
VLAN         Yes  00b0.8e50.d000 000c.0412.6300 12354      main.cisco.com
MST          No   00b0.8e50.d000 0004.AB45.6000 24         main.cisco.com
VLAN         Yes  000c.0412.6300=000c.0412.6300 67         qwerty.cisco.com

次の例では、 show vtp counters コマン ドの出力を示しま す。 表 2-49 に、 出力内のフィ ールドの
説明を示しま す。

Switch# show vtp counters

VTP statistics:
Summary advertisements received    : 0
Subset advertisements received     : 0
Request advertisements received    : 0
Summary advertisements transmitted : 6970
Subset advertisements transmitted  : 0
Request advertisements transmitted : 0
Number of config revision errors   : 0
Number of config digest errors     : 0
Number of V1 summary errors        : 0

VTP pruning statistics:

Trunk            Join Transmitted Join Received    Summary advts received from
                                                   non-pruning-capable device
---------------- ---------------- ---------------- ---------------------------
Fa1/0/47            0                0                0
Fa1/0/48            0                0                0
Gi2/0/1  0                0                0
Gi3/0/2  0                0                0

表 2-49 show vtp counters のフィ ールドの説明

フィ ールド 説明

Summary advertisements 
received

ト ランク  ポート 上でこのス イッ チが受信するサマリ ー アドバタ イズの数。 サマ
リ ー アドバタ イズには、 管理ドメ イン名、 コ ンフィ ギュレーショ ン リ ビジョ ン番
号、 更新タ イ ムスタ ンプと  ID、 認証チェッ ク サ ム、 および関連するサブセッ ト  ア
ドバタ イズの数が含ま れま す。

Subset advertisements received ト ランク  ポート 上でこのス イッ チが受信するサブセッ ト  アドバタ イズの数。 サブ
セッ ト  アドバタ イズには、 1 つ以上の  VLAN に関する情報がすべて含ま れて いま
す。

Request advertisements 
received

ト ランク  ポート 上でこのス イッ チが受信するアドバタ イズ要求の数。 アドバタ イ
ズ要求は、 通常、 すべての VLAN 上に関する情報を要求しま す。 また、 VLAN の
サブセッ ト に関する情報も要求できま す。

Summary advertisements 
transmitted

ト ランク  ポート 上でこのス イッ チが送信するサマリ ー アドバタ イズの数。 サマ
リ ー アドバタ イズには、 管理ドメ イン名、 コ ンフィ ギュレーショ ン リ ビジョ ン番
号、 更新タ イ ムスタ ンプと  ID、 認証チェッ ク サ ム、 および関連するサブセッ ト  ア
ドバタ イズの数が含ま れま す。
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次の例では、 VTP バージョ ン 2 を実行するス イッ チに対する show vtp status コマン ドの出力を
示しま す。 表 2-50 に、 出力内のフィ ールドの説明を示しま す。

Switch# show vtp status
VTP Version                     : 2
Configuration Revision          : 0
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs        : 45
VTP Operating Mode              : Transparent
VTP Domain Name                 : shared_testbed1
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP V2 Mode                     : Disabled
VTP Traps Generation            : Enabled
MD5 digest                      : 0x3A 0x29 0x86 0x39 0xB4 0x5D 0x58 0xD7

Subset advertisements 
transmitted

ト ランク  ポート 上でこのス イッ チが送信するサブセッ ト  アドバタ イズの数。 サ
ブセッ ト  アドバタ イズには、 1 つ以上の VLAN に関する情報がすべて含ま れて い
ま す。

Request advertisements 
transmitted

ト ランク  ポート 上でこのス イッ チが送信するアドバタ イズ要求の数。 アドバタ イ
ズ要求は、 通常、 すべての VLAN 上に関する情報を要求しま す。 また、 VLAN の
サブセッ ト に関する情報も要求できま す。

Number of configuration 
revision errors

リ ビジョ ン エラーの数。

新し い VLAN の定義、 既存 VLAN の削除、 中断、 または再開、 あるいは既存 
VLAN のパラメ ータ変更を行 うと 、 ス イッ チのコ ンフィ ギュレーショ ン リ ビジョ
ン番号が増加しま す。

リ ビジョ ン番号がス イッ チのリ ビジョ ン番号と 一致するにもかかわらず、 MD5 ダ
イジェスト 値が一致し ないアドバタ イズをス イッ チが受信すると 、 リ ビジョ ン エ
ラーが増加しま す。 このエラーは、 2 つのス イッ チの  VTP パス ワードが異なるか、
またはス イッ チの設定が異なるこ と を意味しま す。

こ れらのエラーが発生した場合、 ス イッ チは着信アドバタ イズのフィ ルタ リ ング
中であり 、 ネッ ト ワーク内で VTP データベースが同期し なく なり ま す。

Number of configuration digest 
errors

MD5 ダイジェスト  エラーの数。

サマリ ー パケッ ト 内の MD5 ダイジェスト と 、計算さ れた受信済みアドバタ イズの 
MD5 ダイジェスト が一致し ない場合は、 ダイジェスト  エラーが増加しま す。 こ の
エラーは、 通常、 2 つのス イッ チの  VTP パス ワードが異なるこ と を意味しま す。
この問題を解決するには、 すべてのス イッ チで VTP パス ワードが同じになるよ う
にしま す。

こ れらのエラーが発生した場合、 ス イッ チは着信アドバタ イズのフィ ルタ リ ング
中であり 、 ネッ ト ワーク内で VTP データベースが同期し なく なり ま す。

Number of V1 summary errors バージョ ン 1 エラーの数。

VTP V2 モードのス イッ チが VTP バージョ ン 1 フレー ムを受信すると 、バージョ ン 
1 サマリ ー エラーが増加しま す。 こ れらのエラーは、 少なく と も  1 つのネイバー 
ス イッ チ上で VTP バージョ ン 1 が稼働して いるか、または V2 モードがディ セーブ
ルの状態で VTP バージョ ン 2 が稼働して いるこ と を意味しま す。 こ の問題を解決
するには、 VTP V2 モードのス イッ チの設定をディ セーブルに変更しま す。

Join Transmitted ト ランク上で送信さ れた  VTP プルーニング メ ッ セージの数。

Join Received ト ランク上で受信さ れた  VTP プルーニング メ ッ セージの数。

Summary Advts Received from 
non-pruning-capable device

ト ランク上で受信さ れた、 プルーニングをサポート して いないデバイスからの  
VTP サマリ ー メ ッ セージの数。

表 2-49 show vtp counters のフィ ールドの説明 （続き）

フィ ールド 説明
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表 2-50 show vtp status のフィ ールドの説明

フィ ールド 説明

VTP Version ス イッ チ上で動作して いる VTP バージョ ンを表示しま す。 デフォ ルト では、 ス
イッ チはバージョ ン 1 を実行しま すが、 バージョ ン 2 に設定するこ と も できま す。

Configuration Revision こ のス イッ チの現在のコ ンフィ ギュレーショ ン リ ビジョ ン番号。

Maximum VLANs Supported 
Locally

ローカ ルにサポート さ れて いる VLAN の 大数。

Number of Existing VLANs 既存の  VLAN 数。

VTP Operating Mode VTP 動作モード （サーバ、 ク ラ イアント 、 またはト ランスペアレ ント ） を表示し
ま す。

Server ： VTP サーバ モードのス イッ チは VTP に対して イネーブルであり 、 アドバ
タ イズを送信しま す。 ス イッ チで VLAN を設定できま す。 こ のス イッ チを使用す
ると 、 起動後に、 現在の  VTP データベース内のすべての  VLAN 情報を、 NVRAM 
から復元できま す。 デフォ ルト では、 すべてのス イッ チが VTP サーバです。

（注） ス イッ チが設定を  NVRAM に書き込んでいる間に障害を検出し、 NVRAM 
が機能するまでサーバ モードに戻るこ と ができ ない場合、 ス イッ チは VTP 
サーバ モードから  VTP ク ラ イアント  モードに自動的に変わり ま す。

Client ： VTP ク ラ イアント  モードのス イッ チは VTP に対して イネーブルであり 、
アドバタ イズを送信できま すが、 VLAN 設定を格納するために十分な不揮発性ス
ト レージがあり ません。 ス イッ チでは VLAN を設定できません。 VTP ク ラ イアン
ト が起動すると 、 VTP ク ラ イアント はその VLAN データベースを初期化するアド
バタ イズを受信するまで、 VTP アドバタ イズを送信しません。

Transparent ： VTP ト ランスペアレ ント  モードのス イッ チは、 VTP に対してディ
セーブルであり 、 アドバタ イズの送信や、 他のデバイスから送信さ れたアドバタ
イズの学習を行いません。 また、 ネッ ト ワーク内の他のデバイスの  VLAN 設定に
も影響しません。 ス イッ チは VTP アドバタ イズを受信し、 アドバタ イズを受信し
たト ランク  ポート を除く すべてのト ランク  ポート にこ れを転送しま す。

VTP Domain Name ス イッ チの管理ドメ インを特定する名前。

VTP Pruning Mode プルーニングがイネーブルかまたはディ セーブルかを表示しま す。 VTP サーバで
プルーニングを イネーブルにすると 、 管理ドメ イン全体でプルーニングが有効に
なり ま す。 プルーニングを使用すると 、 ト ラフィ ッ ク が適切なネッ ト ワーク  デバ
イスにアク セス するために使用し なければならないト ランク  リ ンクへのフ ラッ
ディ ング ト ラフィ ッ ク が制限さ れま す。

VTP V2 Mode VTP バージョ ン 2 モードがイネーブルかど うかを表示しま す。 すべての  VTP バー
ジョ ン 2 ス イッ チは、 デフォ ルト でバージョ ン 1 モードで動作しま す。 各 VTP ス
イッ チは他のすべての  VTP デバイスの機能を自動的に検出しま す。 VTP デバイス  
ネッ ト ワーク内のすべての  VTP ス イッ チがバージョ ン 2 モードで動作可能な場合
だけ、 ネッ ト ワークをバージョ ン 2 に設定してく ださ い。

VTP Traps Generation VTP ト ラッ プを ネッ ト ワーク管理ステーショ ンに送信するかど うかを表示しま す。

MD5 Digest VTP 設定の  16 バイト  チェッ ク サ ム。

Configuration Last Modified 後に行った設定変更の日付と 時刻を表示しま す。 データベースの設定変更の原
因と なったス イッ チの  IP アドレスを表示しま す。
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show vtp
次の例では、 VTP バージョ ン 3 を実行するス イッ チに対する show vtp status コマン ドの出力を
示しま す。

Switch# show vtp status
VTP Version capable             : 1 to 3
VTP version running             : 3
VTP Domain Name                 : Cisco
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID                       : 0021.1bcd.c700

Feature VLAN:
--------------
VTP Operating Mode                : Server
Number of existing VLANs          : 7
Number of existing extended VLANs : 0
Configuration Revision            : 0
Primary ID                        : 0000.0000.0000
Primary Description               : 
MD5 digest                        : 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 
                                    0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 
Feature MST:
--------------
VTP Operating Mode                : Client
Configuration Revision            : 0
Primary ID                        : 0000.0000.0000
Primary Description               : 
MD5 digest                        : 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 
                                    0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 

Feature UNKNOWN:
--------------
VTP Operating Mode                : Transparent

関連コマンド コマンド 説明

clear vtp counters VTP およびプルーニング カ ウンタをク リ アしま す。

vtp （グローバル コ ンフィ
ギュレーショ ン）

VTP のフ ァイ ル名、 インターフェ イス名、 ドメ イン名、 および
モードを設定しま す。
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  shutdown
shutdown
インターフェ イスをディ セーブルにするには、 shutdown インターフェ イス  コ ンフィ ギュレー
ショ ン コマン ドを使用しま す。 ディ セーブルさ れた インターフェ イスを再起動するには、 こ の
コマン ドの no 形式を使用しま す。

shutdown

no shutdown

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト ポート はイネーブルです （シャッ ト ダウンしません）。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン shutdown コマン ドを入力すると 、 ポート は転送を停止しま す。 ポート を イネーブルにするに
は、 no shutdown コマン ドを使用しま す。

削除、 中断、 またはシャッ ト ダウンさ れた  VLAN に割り 当てら れて いるスタティ ッ ク  アク セ
ス  ポート に no shutdown コマン ドを使用しても 、 無効です。 ポート を再びイネーブルにするに
は、 まずポート を アク ティ ブ VLAN のメ ンバにする必要があり ま す。

shutdown コマン ドは指定のインターフェ イス上のすべての機能をディ セーブルにしま す。

また、 こ のコマン ドはインターフェ イスが使用不可であるこ と をマーク付けしま す。 インター
フェ イスがディ セーブルかど うかを確認するには、 show interfaces 特権 EXEC コマン ドを使用
しま す。 シャ ッ ト ダウンさ れた インターフェ イスは、 管理上のダウンと して画面に表示さ れま
す。

例 次の例では、 ポート をディ セーブルにしてから、 再びイネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# shutdown

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# no shutdown

設定を確認するには、 show interfaces 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。

コマンド 説明

show interfaces すべての インターフェ イスまたは特定の インターフェ イスに対する統
計情報を表示しま す。
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  shutdown vlan
shutdown vlan
指定の  VLAN のローカ ル ト ラフィ ッ クをシャ ッ ト ダウン （中断） するには、 shutdown vlan グ
ローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 VLAN のローカ ル ト ラフィ ッ クを
再開するには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

shutdown vlan vlan-id

no shutdown vlan vlan-id

構文の説明

デフォルト デフォ ルト は定義さ れて いません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン shutdown vlan コマン ドは、 VTP データベース内の  VLAN 情報を変更しません。 このコマン ド
はローカ ル ト ラフィ ッ クをシャッ ト ダウンしま すが、 ス イッ チは VTP 情報を アドバタ イズし
続けま す。

例 次の例では、 VLAN 2 のト ラフィ ッ クをシャ ッ ト ダウンする方法を示しま す。

Switch(config)# shutdown vlan 2

設定を確認するには、 show vlan 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

vlan-id ローカ ルにシャッ ト ダウンする VLAN の  ID です。 指定でき る範囲は 2 ～ 
1001 です。 VLAN Trunking Protocol （VTP; VLAN ト ランキング プロト コ ル）
環境のデフォ ルト  VLAN と して定義さ れた  VLAN、 および拡張範囲 VLAN
（ID が 1005 を超える VLAN） は、シャッ ト ダウンできません。 デフォ ルト の  
VLAN は 1 および 1002 ～ 1005 です。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。

コマンド 説明

shutdown （VLAN 
コ ンフィ ギュレー
ショ ン モード）

VLAN コ ンフィ ギュレーショ ン モード （vlan vlan-id グローバル コ ン
フィ ギュレーショ ン コマン ドで開始） の場合に、 VLAN のローカ ル ト ラ
フィ ッ ク をシャ ッ ト ダウンしま す。
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small-frame violation rate 
インターフェ イスで受信する VLAN タ グ付きパケッ ト のフレー ムが小さ く （67 バイト 以下）、
指定さ れた伝送速度である場合に、 インターフェ イスが errdisable と なる伝送速度 （しき い値）
を設定するには、 small-frame violation rate pps インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コ
マン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

small-frame violation rate pps 

no small-frame violation rate pps

構文の説明

デフォルト こ の機能はディ セーブルです。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 ポート が小さ いフレー ムを受信すると  errdisable と なる伝送速度 （しき い値）
を イネーブルにしま す。 67 フレー ム以下のパケッ ト が小さ いフレー ムと 見なさ れま す。

各ポート で小さ いフレー ムと 見なすしき い値を グローバルにイネーブルにするには、
errdisable detect cause small-frame グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま
す。

ポート が自動的に再びイネーブルになるよ うに設定するには、 errdisable recovery cause 
small-frame グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 回復時間を設定する
には、 errdisable recovery interval interval グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用
しま す。

例 次の例では、小さ い着信フレー ムが 10,000 pps で到達した場合にポート が errdisable と なるよ う
にする小さ いフレー ムの着信速度の機能を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# small-frame violation rate 10000

設定を確認するには、 show interfaces 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

pps 小さ いフレー ムを受信するインターフェ イスが errdisable と なるしき
い値を指定しま す。 指定でき る範囲は、 1 ～ 10,000 pps （パケッ ト /
秒） です。

リ リース 変更箇所

12.2(44)SE このコマン ドが追加さ れま した。
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  small-frame violation rate
関連コマンド コマンド 説明

errdisable detect cause small-frame 着信フレー ムが 小サイズより 小さ く 、 指定した伝送
速度 （しき い値） で到着したス イッ チ ポート があれば、
そのポート を  errdisable 状態にしま す。

errdisable recovery cause 
small-frame

回復タ イマーを イネーブルにしま す。

show interfaces 入出力フロー制御を含むス イッ チの インターフェ イス
設定を表示しま す。
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snmp-server enable traps
ス イッ チで、 さま ざま なト ラッ プの  Simple Network Management Protocol （SNMP; 簡易ネッ ト
ワーク管理プロト コ ル） 通知の送信、 または Network Management System （NMS; ネッ ト ワーク
管理システ ム） への要求の通知を イネーブルにするには、 snmp-server enable traps グローバル 
コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 このコマン ドの  
no 形式を使用しま す。

snmp-server enable traps [bridge [newroot] [topologychange] | cluster | config | copy-config | 
cpu threshold  | entity | envmon [fan | shutdown | status | supply | temperature] | errdisable 
[notification-rate value] | flash [insertion | removal] | fru-ctrl | ipmulticast | 
mac-notification [change] [move] [threshold] | msdp | ospf [cisco-specific | errors | lsa | 
rate-limit | retransmit | state-change] | pim [invalid-pim-message | neighbor-change | 
rp-mapping-change] | port-security [trap-rate value] | power-ethernet {group name | 
police} | rtr | snmp [authentication | coldstart | linkdown | linkup | warmstart] | stackwise 
| storm-control trap-rate value | stpx [inconsistency] [root-inconsistency] 
[loop-inconsistency] | syslog | tty | vlan-membership | vlancreate | vlandelete | vtp]

no snmp-server enable traps [bridge [newroot] [topologychange] | cluster | config | copy-config 
| cpu threshold  | entity | envmon [fan | shutdown | status | supply | temperature] | errdisable 
[notification-rate] | flash [insertion | removal] | fru-ctrl | ipmulticast | mac-notification 
[change] [move] [threshold] | msdp | ospf [cisco-specific | errors | lsa | rate-limit | 
retransmit | state-change] | pim [invalid-pim-message | neighbor-change | 
rp-mapping-change] | port-security [trap-rate] | power-ethernet {group name | police} | rtr 
| snmp [authentication | coldstart | linkdown | linkup | warmstart] | stackwise | 
storm-control trap-rate | stpx [inconsistency] [root-inconsistency] [loop-inconsistency] | 
syslog | tty | vlan-membership | vlancreate | vlandelete | vtp]

構文の説明 bridge [newroot] 
[topologychange]

（任意） STP ブリ ッ ジ MIB ト ラッ プを生成しま す。 キーワードの意味
は次のと おり です。

• newroot ： （任意） SNMP STP ブリ ッ ジ MIB の新し いルート  ト
ラッ プを イネーブルにしま す。

• topologychange ： （任意） SNMP STP ブリ ッ ジ MIB のト ポロジ変
更ト ラッ プを イネーブルにしま す。

cluster （任意） ク ラスタ  ト ラッ プを イネーブルにしま す。

config （任意） SNMP 設定ト ラッ プを イネーブルにしま す。

copy-config （任意） SNMP コ ピー設定ト ラッ プを イネーブルにしま す。

cpu threshold （任意） CPU 関連ト ラッ プを許可しま す。

こ のキーワードを使用でき るのは、 ス イッ チで LAN Base イメ ージが
実行さ れて いる場合だけです。

entity （任意） SNMP エンティ ティ  ト ラッ プを イネーブルにしま す。
2-671
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
  snmp-server enable traps
envmon [fan | 
shutdown | status | 
supply | temperature]

（任意） SNMP 環境ト ラッ プを イネーブルにしま す。 キーワードの意
味は次のと おり です。

• fan ： （任意） フ ァン ト ラッ プを イネーブルにしま す。

• shutdown ： （任意） 環境モニタ  シャッ ト ダウン ト ラッ プを イネー
ブルにしま す。

• status ： （任意） SNMP 環境ステータス変更ト ラッ プを イネーブル
にしま す。

• supply ： （任意） 環境モニタ電源ト ラッ プを イネーブルにしま す。

• temperature ： （任意） 環境モニタ温度ト ラッ プを イネーブルにし
ま す。

errdisable 
[notification-rate 
value]

（任意） errdisable ト ラッ プを イネーブルにしま す。 notification-rate 
キーワードを使用して、 分単位で送信さ れる errdisable ト ラッ プの
大値を設定しま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 10000 です。 デフォ ルト 値
は 0 です （制限はなく 、 ト ラッ プは発生するたびに送信さ れま す）。

flash [insertion | 
removal]

（任意） SNMP FLASH 通知を イネーブルにしま す。 キーワードは、
LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チのみでサ
ポート さ れ、 次の意味を持ちま す。

insertion ： （任意） ス イッ チ （フ ラッ シュ） がスタッ ク に挿入さ れる
と （物理的に、 または電源の再投入やリ ロー ドにより ）、 ト ラッ プを
生成しま す。

removal ： （任意） ス イッ チ （フ ラッ シュ） がスタッ クから取り 外さ れ
ると （物理的に、 または電源の再投入やリ ロー ドにより ）、 ト ラッ プ
を生成しま す。

fru-ctrl （任意） エンティ ティ  Field-Replaceable Unit （FRU） 制御ト ラッ プを生
成しま す。 スタッ ク では、 こ のト ラッ プはスタッ ク におけるス イッ チ
の挿入 / 取り 外しを意味しま す。

こ のキーワードは、LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S 
ス イッ チのみでサポート さ れて いま す。

ipmulticast （任意） IP マ ルチキャ スト  ルーティ ング ト ラッ プを イネーブルにしま
す。

mac-notification （任意） MAC アドレス通知ト ラッ プを イネーブルにしま す。

change （任意） MAC アドレス変更通知ト ラッ プを イネーブルにしま す。

move （任意） MAC アドレス移動通知ト ラッ プを イネーブルにしま す。

threshold （任意） MAC アドレス  テーブルしき い値ト ラッ プを イネーブルにしま
す。

msdp （任意） Multicast Source Discovery Protocol （MSDP） ト ラッ プを イ
ネーブルにしま す。
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ospf [cisco-specific | 
errors | lsa | rate-limit | 
retransmit | 
state-change]

（任意） Open Shortest Path First （OSPF） ト ラッ プを イネーブルにしま
す。 キーワードの意味は次のと おり です。

• cisco-specific ： （任意） シスコ固有のト ラッ プを イネーブルにしま
す。

• errors ： （任意） エラー ト ラッ プを イネーブルにしま す。

• lsa ： （任意） リ ンク ステート  アドバタ イズメ ント （LSA） ト ラッ
プを イネーブルにしま す。

• rate-limit ： （任意） 速度制限ト ラッ プを イネーブルにしま す。

• retransmit ： （任意） パケッ ト 再送信ト ラッ プを イネーブルにしま
す。

• state-change ： （任意） ステート 変更ト ラッ プを イネーブルにしま
す。

pim 
[invalid-pim-message | 
neighbor-change | 
rp-mapping-change]

（任意） プロト コ ル独立型マ ルチキャ スト （PIM） ト ラッ プを イネー
ブルにしま す。 キーワードの意味は次のと おり です。

• invalid-pim-message ： （任意） 無効な PIM メ ッ セージ ト ラッ プを
イネーブルにしま す。

• neighbor-change ： （任意） PIM ネイバー変更ト ラッ プを イネーブ
ルにしま す。

• rp-mapping-change ： （任意） Rendezvous Point （RP; ランデブー ポ
イント ） マッ ピング変更ト ラッ プを イネーブルにしま す。

port-security
[trap-rate value]

（任意） ポート  セキュ リ ティ  ト ラッ プを イネーブルにしま す。 1 秒間
に送信するポート  セキュ リ ティ  ト ラッ プの 大数を設定するには、
trap-rate キーワードを使用しま す。指定でき る範囲は 0 ～ 1000 です。
デフォ ルト は 0 です （制限はなく 、 ト ラッ プは発生するたびに送信さ
れま す）。

power-ethernet 
{group name | police} 

（任意） Power-over-Ethernet ト ラッ プを イネーブルにしま す。 キー
ワードの意味は次のと おり です。

• group name ： 指定さ れたグループ番号またはリ スト の インラ イン 
パワー グループ ベースのト ラッ プを イネーブルにしま す。

• police ： インラ イン パワー ポリ シング ト ラッ プを イネーブルにし
ま す。

rtr （任意） SNMP Response Time Reporter ト ラッ プを イネーブルにしま す。

こ のキーワードを使用でき るのは、 ス イッ チで LAN Base イメ ージが
実行さ れて いる場合だけです。

snmp [authentication | 
coldstart | linkdown | 
linkup | warmstart]

（任意） SNMP ト ラッ プを イネーブルにしま す。 キーワードの意味は
次のと おり です。

• authentication ： （任意） 認証ト ラッ プを イネーブルにしま す。

• coldstart ： （任意） コールド  スタート  ト ラッ プを イネーブルにし
ま す。

• linkdown ： （任意） リ ンク ダウン ト ラッ プを イネーブルにしま す。

• linkup ： （任意） リ ンク アッ プ ト ラッ プを イネーブルにしま す。

• warmstart ： （任意） ウォー ム スタート  ト ラッ プを イネーブルに
しま す。
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（注） hsrp キーワードは、 コマン ド ラ インのヘルプ スト リ ングには表示さ れま すが、 サポート さ れ
て いません。 snmp-server enable informs グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドは、 サ
ポート さ れて いません。 SNMP 情報通知の送信を イネーブルにするには、 snmp-server enable 
traps グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドと  snmp-server host host-addr informs グ
ローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを組み合わせて使用しま す。 

デフォルト SNMP ト ラッ プの送信をディ セーブルにしま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

stackwise （任意） SNMP StackWise ト ラッ プを イネーブルにしま す。

こ のキーワードは、LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S 
ス イッ チのみでサポート さ れて いま す。

storm-control 
trap-rate value

（任意） スト ー ム制御ト ラッ プを イネーブルにしま す。 分単位で送信
さ れるスト ー ム制御ト ラッ プの 大数を設定するには、 trap-rate キー
ワードを使用しま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 1000 です。 デフォ ルト
値は 0 です （制限はなく 、 ト ラッ プは発生するたびに送信さ れま す）。

stpx （任意） SNMP STPX MIB ト ラッ プを イネーブルにしま す。 キーワード
の意味は次のと おり です。

• inconsistency ： （任意） SNMP STPX MIB の矛盾更新ト ラッ プを イ
ネーブルにしま す。

• root-inconsistency ： （任意） SNMP STPX MIB の ルート 矛盾更新ト
ラッ プを イネーブルにしま す。

• loop-inconsistency ： （任意） SNMP STPX MIB の ループ矛盾更新ト
ラッ プを イネーブルにしま す。

syslog （任意） SNMP syslog ト ラッ プを イネーブルにしま す。

tty （任意） TCP 接続ト ラッ プを送信しま す。 デフォ ルト でイネーブルに
なって いま す。

vlan-membership （任意） SNMP VLAN メ ンバーシッ プ ト ラッ プを イネーブルにしま す。

vlancreate （任意） SNMP VLAN 作成ト ラッ プを イネーブルにしま す。

vlandelete （任意） SNMP VLAN 削除ト ラッ プを イネーブルにしま す。

vtp （任意） VLAN Trunking Protocol （VTP; VLAN ト ランキング プロト コ
ル） ト ラッ プを イネーブルにしま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。

12.2(37)SE errdisable notification-rate value キーワードが追加さ れま した。

12.2(40)SE change、 move、 および threshold キーワードが mac-notification オプ
ショ ンに追加さ れま した。

12.2(44)SE power-ethernet {group name | police} キーワードが追加さ れま した。
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使用上のガイド ライン snmp-server host グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 ト ラッ プを受信す
るホスト （NMS） を指定しま す。 ト ラッ プ タ イプを指定し ない場合は、 すべてのタ イプが送
信さ れま す。

snmp-server enable traps コマン ドは、 ト ラッ プまたは情報がサポート さ れて いる場合に、 こ れ
らの送信を イネーブルにしま す。

（注） SNMPv1 では、 情報はサポート さ れて いません。

複数のト ラッ プ タ イプを イネーブルにするには、 ト ラッ プ タ イプごと に snmp-server enable 
traps コマン ドを個別に入力する必要があり ま す。

CPU しき い値通知のタ イプおよび値を設定するには、 process cpu threshold type グローバル コ
ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。

例 次の例では、 NMS に VTP ト ラッ プを送信する方法を示しま す。

Switch(config)# snmp-server enable traps vtp

設定を確認するには、 show vtp status 特権 EXEC コマン ド、 または show running-config 特権 
EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

12.2(50)SE cpu threshold キーワードが追加さ れま した。

12.2(53)SE1 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チで、 flash 
[insertion | removal]、 fru-ctrl、 および stackwise キーワードが追加さ
れま した。

リ リース 変更箇所

コマンド 説明

show running-config ス イッ チの実行コ ンフィ ギュレーショ ンを表示しま す。

snmp-server host SNMP ト ラッ プを受信するホスト を指定しま す。
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snmp-server host 
Simple Network Management Protocol （SNMP; 簡易ネッ ト ワーク管理プロト コ ル） 通知処理の受
信側 （ホスト ） を指定するには、 snmp-server host グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン
ドを使用しま す。 指定さ れたホスト を削除するには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

snmp-server host host-addr [informs | traps] [version {1 | 2c | 3 {auth | noauth| priv}] [vrf 
vrf-instance] {community-string [notification-type]}

no snmp-server host host-addr [informs | traps] [version {1 | 2c | 3 {auth | noauth | priv}] [vrf 
vrf-instance] community-string 

構文の説明 host-addr ホスト （ターゲッ ト と なる受信側） の名前またはインターネッ ト  アドレス
です。

udp-port port （任意） ト ラッ プを受信するホスト のユーザ データ グラ ム プロト コ ル
（UDP） ポート 番号を設定しま す。 有効な範囲は 0 ～ 65535 です

informs | traps （任意） こ のホスト に SNMP ト ラッ プまたは情報を送信しま す。

version 1 | 2c | 3 （任意） ト ラッ プの送信に使用する SNMP のバージョ ンです。

次のキーワードがサポート さ れて いま す。

1 ： SNMPv1。 情報の場合は、 このオプショ ンを使用できません。

2c ： SNMPv2C

3 ： SNMPv3。 バージョ ン 3 キーワードの後に、 次に示すオプショ ン キー
ワードを指定できま す。

• auth （任意） ： Message Digest 5 （MD5） および Secure Hash Algorithm
（SHA） によ るパケッ ト 認証を イネーブルにしま す。

• noauth （デフォ ルト ） ： noAuthNoPriv セキュ リ ティ  レベルです。 [auth | 
noauth | priv] キーワードが指定さ れて いない場合は、 こ れがデフォ ル
ト です。

• priv （任意） ： Data Encryption Standard （DES; データ暗号化規格） によ
るパケッ ト 暗号化 （プラ イバシーと も いう） を イネーブルにしま す。

（注） priv キーワードは、 暗号化ソ フト ウェア イメ ージがインスト ールさ
れて いる場合にだけ利用できま す。

vrf vrf-instance （任意） Virtual Private Network （VPN; 仮想プラ イベート  ネッ ト ワーク ）
ルーティ ング インスタ ンスと ホスト 名です。

community-string 通知処理にと も なって送信さ れる、 パス ワードと 類似したコ ミ ュニティ  ス
ト リ ングです。 snmp-server host コマン ドを使用してこ のスト リ ングを設
定できま すが、 こ のスト リ ングを定義するには、 snmp-server community 
グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用してから、
snmp-server host コマン ドを使用するこ と を推奨しま す。

（注） コ ンテキスト 情報を区切るには @ 記号を使用しま す。 このコマン ド
の設定時に SNMP コ ミ ュニティ  スト リ ングの一部と して  @ 記号を
使用し ないでく ださ い。
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notification-type （任意） ホスト に送信さ れる通知のタ イプです。 タ イプが指定さ れて いない
場合、 すべての通知が送信さ れま す。 通知タ イプには、 次のキーワードの  
1 つまたは複数を指定できま す。

• bridge ： SNMP Spanning-Tree Protocol （STP; スパニング ツリ ー プロト
コ ル） ブリ ッ ジ MIB ト ラッ プを送信しま す。

• cluster ： ク ラスタ  メ ンバ ステータス  ト ラッ プを送信しま す。

• config ： SNMP 設定ト ラッ プを送信しま す。

• copy-config ： SNMP コ ピー設定ト ラッ プを送信しま す。

• cpu threshold ： CPU 関連ト ラッ プを許可しま す。 こ のキーワードを使
用でき るのは、 ス イッ チで LAN Base イメ ージが実行さ れて いる場合だ
けです。

• entity ： SNMP エンティ ティ  ト ラッ プを送信しま す。

• envmon ： 環境モニタ  ト ラッ プを送信しま す。

• errdisable ： SNMP errdisable 通知を送信しま す。

• flash ： SNMP FLASH 通知を送信しま す。

• fru-ctrl ： エンティ ティ  FRU 制御ト ラッ プを送信しま す。 ス イッ チ ス
タッ ク では、 こ のト ラッ プはスタッ ク におけるス イッ チの挿入 / 取り 外
しを意味しま す。

• hsrp ： SNMP Hot Standby Router Protocol （HSRP; ホッ ト スタ ンバイ 
ルータ  プロト コ ル） ト ラッ プを送信しま す。

• ipmulticast ： SNMP IP マ ルチキャ スト  ルーティ ング ト ラッ プを送信し
ま す。

• mac-notification ： SNMP MAC 通知ト ラッ プを送信しま す。

• msdp ： SNMP Multicast Source Discovery Protocol （MSDP） ト ラッ プを
送信しま す。

• ospf ： Open Shortest Path First （OSPF） ト ラッ プを送信しま す。

• pim ： SNMP プロト コ ル独立型マ ルチキャ スト （PIM） ト ラッ プを送信
しま す。

• port-security ： SNMP ポート セキュ リ ティ  ト ラッ プを送信しま す。

• rtr ： SNMP Response Time Reporter ト ラッ プを送信しま す。

• snmp ： SNMP タ イプ ト ラッ プを送信しま す。

• storm-control ： SNMP スト ー ム制御ト ラッ プを送信しま す。

• stpx ： SNMP STP 拡張 MIB ト ラッ プを送信しま す。

• syslog ： SNMP syslog ト ラッ プを送信しま す。

• tty ： TCP 接続ト ラッ プを送信しま す。

• udp-port port ： ト ラッ プを受信するホスト の  User Datagram Protocol
（UDP） ポート 番号を設定しま す。 範囲は 0 ～ 65535 です。

• vlan-membership ： SNMP VLAN メ ンバーシッ プ ト ラッ プを送信しま
す。

• vlancreate ： SNMP VLAN 作成ト ラッ プを送信しま す。

• vlandelete ： SNMP VLAN 削除ト ラッ プを送信しま す。

• vtp ： SNMP VLAN Trunking Protocol （VTP; VLAN ト ランキング プロト
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デフォルト こ のコマン ドは、 デフォ ルト でディ セーブルです。 通知は送信さ れません。

キーワードを指定し ないでこ のコマン ドを入力した場合は、 デフォ ルト で、 すべてのト ラッ プ 
タ イプがホスト に送信さ れま す。 情報はこ のホスト に送信さ れません。

version キーワードがない場合、 デフォ ルト はバージョ ン 1 になり ま す。

バージョ ン 3 を選択し、 認証キーワードを入力し なかった場合は、 デフォ ルト で、 noauth
（noAuthNoPriv） セキュ リ ティ  レベルになり ま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン SNMP 通知は、 ト ラッ プまたは情報要求と して送信できま す。 ト ラッ プを受信しても受信側は
確認応答を送信し ないため、 ト ラッ プは信頼できません。 送信側では、 ト ラッ プが受信さ れた
かど うかを判別できません。 ただし、 情報要求を受信した  SNMP エンティ ティ は、 SNMP 応答 
PDU を使用してメ ッ セージに確認応答しま す。 送信側が応答を受信し なかった場合は、 再び情
報要求を送信できま す。 したがって、 情報が目的の宛先に到達する可能性が高ま り ま す。

ただし、 情報はエージェント およびネッ ト ワークのリ ソースを より 多く 消費しま す。 送信と 同
時にドロッ プさ れるト ラッ プと 異なり 、 情報要求は応答を受信するまで、 または要求がタ イ ム
アウト になるまで、 メ モリ 内に保持する必要があり ま す。 また、 ト ラッ プの送信は 1 回限り で
すが、 情報は数回にわたって再試行が可能です。 再試行によってト ラフィ ッ ク が増え、 ネッ ト
ワークのオーバーヘッ ドが大き く なる原因になり ま す。

snmp-server host コマン ドを入力し なかった場合は、 通知が送信さ れません。 SNMP 通知を送
信するよ うにス イッ チを設定するには、 snmp-server host コマン ドを少なく と も  1 つ入力する
必要があり ま す。 キーワードを指定し ないでこ のコマン ドを入力した場合、 そのホスト ではす
べてのト ラッ プ タ イプがイネーブルになり ま す。 複数のホスト を イネーブルにするには、 ホス
ト ごと に snmp-server host コマン ドを個別に入力する必要があり ま す。 コマン ドには複数の通
知タ イプをホスト ごと に指定できま す。

ローカ ル ユーザがリ モート  ホスト と 関連付けら れて いない場合、 ス イッ チは auth
（authNoPriv） および priv （authPriv） の認証レベルの情報を送信しません。

同じホスト および同じ種類の通知 （ト ラッ プまたは情報） に対して複数の  snmp-server host コ
マン ドを指定した場合は、 後に入力さ れたコマン ドによって前のコマン ドが上書き さ れま す。
後の  snmp-server host コマン ドだけが有効です。 たと えば、 ホスト に snmp-server host 

inform を入力してから、 同じホスト に別の  snmp-server host inform コマン ドを入力した場合
は、 2 番めのコマン ドによって 初のコマン ドが置き換えら れま す。

snmp-server host コマン ドは、snmp-server enable traps グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コ
マン ドと 組み合わせて使用しま す。 グローバルに送信さ れる SNMP 通知を指定するには、
snmp-server enable traps コマン ドを使用しま す。 1 つのホスト でほと んどの通知を受信する場
合は、 こ のホスト に対して、 少なく と も  1 つの  snmp-server enable traps コマン ドと  

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。

12.2(37)SE errdisable notification-rate value キーワードが追加さ れま した。

12.2(50)SE cpu threshold キーワードが追加さ れま した。

12.2(53)SE1 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チ上にのみ、
fru-ctrl キーワードが追加さ れま した。
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snmp-server host コマン ドを イネーブルにする必要があり ま す。 一部の通知タ イプは、
snmp-server enable traps コマン ドで制御できません。 たと えば、 ある通知タ イプは常にイネー
ブルですが、 別の通知タ イプはそれぞれ異なるコマン ドによって イネーブルになり ま す。

キーワードを指定し ないで no snmp-server host コマン ドを使用すると 、 ホスト へのト ラッ プは
ディ セーブルになり ま すが、 情報はディ セーブルになり ません。 情報をディ セーブルにするに
は、 no snmp-server host informs コマン ドを使用してく ださ い。

例 次の例では、 ト ラッ プに対して一意の  SNMP コ ミ ュニティ  スト リ ング comaccess を設定し、 こ
のスト リ ングによ る、 アク セス リ スト  10 を介した  SNMP ポーリ ング アク セスを禁止しま す。

Switch(config)# snmp-server community comaccess ro 10
Switch(config)# snmp-server host 172.20.2.160 comaccess
Switch(config)# access-list 10 deny any

次の例では、 名前 myhost.cisco.com で指定さ れたホスト に SNMP ト ラッ プを送信する方法を示
しま す。 コ ミ ュニティ  スト リ ングは、 comaccess と して定義さ れて いま す。

Switch(config)# snmp-server enable traps
Switch(config)# snmp-server host myhost.cisco.com comaccess snmp 

次の例では、 コ ミ ュニティ  スト リ ング public を使用して、 すべてのト ラッ プをホスト  
myhost.cisco.com に送信するよ うにス イッ チを イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# snmp-server enable traps
Switch(config)# snmp-server host myhost.cisco.com public

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show running-config ス イッ チの実行コ ンフィ ギュレーショ ンを表示しま す。

snmp-server enable traps 各種ト ラッ プ タ イプまたは情報要求の  SNMP 通知を イネーブルに
しま す。
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snmp trap mac-notification change
特定のレ イヤ 2 の インターフェ イスで、 Simple Network Management Protocol （SNMP; 簡易ネッ
ト ワーク管理プロト コ ル） MAC アドレス変更通知ト ラッ プを イネーブルにするには、 snmp 
trap mac-notification change インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま
す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

snmp trap mac-notification change {added | removed}

no snmp trap mac-notification change {added | removed}

構文の説明

デフォルト デフォ ルト では、 アドレス追加および削除に対するト ラッ プは両方と も ディ セーブルです。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン snmp trap mac-notification change コマン ドを使用して、特定のインターフェ イスの通知ト ラッ
プを イネーブルにできま すが、 ト ラッ プが生成さ れるのは、 snmp-server enable traps 
mac-notification change および mac address-table notification change グローバル コ ンフィ ギュ
レーショ ン コマン ドを イネーブルにした場合だけです。

例 次の例では、 MAC アドレスがポート に追加さ れたと き に MAC 通知ト ラッ プを イネーブルにす
る方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# snmp trap mac-notification change added

show mac address-table notification change interface 特権 EXEC コマン ドを入力すれば、設定を
確認するこ と ができま す。

added MAC アドレスがインターフェ イスに追加さ れると 、 MAC 通知ト ラッ プを イ
ネーブルにしま す。

removed MAC アドレスがインターフェ イスから削除さ れると 、 MAC 通知ト ラッ プを
イネーブルにしま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。

12.2(40)SE change と いう言葉がコマン ドに追加さ れま した。
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関連コマンド コマンド 説明

clear mac address-table notification MAC アドレス通知グローバル カ ウンタをク リ アしま
す。

mac address-table notification MAC アドレス通知機能を イネーブルにしま す。

show mac address-table notification interface キーワードが追加さ れると 、 すべてのイン
ターフェ イスまたは指定さ れた インターフェ イスに対す
る MAC アドレス通知設定を表示しま す。

snmp-server enable traps mac-notification キーワードが追加さ れた場合に SNMP 
MAC 通知ト ラッ プを送信しま す。
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spanning-tree backbonefast
BackboneFast 機能を イネーブルにするには、 spanning-tree backbonefast グローバル コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻す場合は、 こ のコマン ドの  no 形
式を使用しま す。

spanning-tree backbonefast

no spanning-tree backbonefast

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト BackboneFast はディ セーブルです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン BackboneFast 機能は、 Rapid PVST+ または Multiple Spanning-Tree （MST） モー ド用に設定でき
ま すが、 スパニング ツリ ー モードを  PVST+ に変更するまでこ の機能はディ セーブル （非アク
ティ ブ） のままです。

ス イッ チの ルート  ポート またはブロッ ク さ れたポート が、指定ス イッ チから不良 BPDU を受信
すると 、 BackboneFast が開始しま す。 不良 BPDU は、 ルート  ブリ ッ ジと 指定ス イッ チの両方を
宣言して いるス イッ チを識別しま す。 ス イッ チが不良 BPDU を受信した場合、 そのス イッ チが
直接接続さ れて いないリ ンク （間接リ ンク ） で障害が発生したこ と を意味しま す （つま り 、 指
定ス イッ チと ルート  ス イッ チ間の接続が切断さ れて いま す）。 ルート  ス イッ チへの代替パスが
ある場合に BackboneFast を使用すると 、不良 BPDU を受信するインターフェ イスの 大エージ
ング タ イ ムが期限切れになり 、 ブロッ ク さ れたポート をただちにリ スニング ステート に移行
できま す。 その後、 BackboneFast はインターフェ イスをフォ ワーディ ング ステート に移行させ
ま す。 詳細については、 こ のリ リ ースに対応するソ フト ウェア コ ンフィ ギュレーショ ン ガイ
ドを参照してく ださ い。 

間接リ ンク障害を検出し、 スパニング ツリ ーの再認識を より 短時間で開始でき るよ うにするに
は、 サポート するすべてのス イッ チで BackboneFast を イネーブルにしま す。

例 次の例では、 ス イッ チ上で BackboneFast を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# spanning-tree backbonefast

設定を確認するには、 show spanning-tree summary 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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コマンド 説明

show spanning-tree summary スパニング ツリ ー インターフェ イス  ステート のサマリ ーを表
示しま す。
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spanning-tree bpdufilter 
インターフェ イスでの  Bridge Protocol Data Unit （BPDU; ブリ ッ ジ プロト コ ル データ  ユニッ ト ）
の送受信を禁止するには、 spanning-tree bpdufilter インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン 
コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

spanning-tree bpdufilter {disable | enable}

no spanning-tree bpdufilter 

構文の説明

デフォルト BPDU フィ ルタ リ ングはディ セーブルです。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ス イッ チが Per-VLAN Spanning-Tree Plus （PVST+） モー ド、 Rapid-PVST+ モード、 またはマ ル
チ スパニング ツリ ー （MST） モー ドで稼動して いる場合は、 BPDU フィ ルタ リ ング機能を イ
ネーブルにできま す。

注意 BPDU フィ ルタ リ ングを特定の インターフェ イス上でイネーブルにするこ と は、 そのインター
フェ イス上でスパニング ツリ ーをディ セーブルにするこ と と 同じであり 、 スパニング ツリ ー 
ループが発生するこ と があり ま す。

すべての  PortFast 対応インターフェ イス上で BPDU フィ ルタ リ ングを グローバルにイネーブル
にするには、spanning-tree portfast bpdufilter default グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマ
ン ドを使用しま す。

spanning-tree bpdufilter インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用すると 、
spanning-tree portfast bpdufilter default グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドの設定を
上書き できま す。

例 次の例では、 ポート 上で BPDU フィ ルタ リ ング機能を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# spanning-tree bpdufilter enable

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

disable 指定さ れた インターフェ イス上で BPDU フィ ルタ リ ングをディ セーブ
ルにしま す。

enable 指定さ れた インターフェ イス上で BPDU フィ ルタ リ ングを イネーブル
にしま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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関連コマンド コマンド 説明

show running-config 現在の動作設定を表示しま す。

spanning-tree portfast （グロー
バル コ ンフィ ギュレーショ ン）

PortFast 対応インターフェ イス上で BPDU フィ ルタ リ ング
機能または BPDU ガード機能を グローバルにイネーブルに
するか、 またはすべての非ト ランク  インターフェ イスで 
PortFast 機能を イネーブルにしま す。

spanning-tree portfast （イン
ターフェ イス  コ ンフィ ギュレー
ショ ン）

特定のインターフェ イス および対応するすべての  VLAN 上
で、 PortFast 機能を イネーブルにしま す。
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spanning-tree bpduguard 
Bridge Protocol Data Unit （BPDU; ブリ ッ ジ プロト コ ル データ  ユニッ ト ） を受信した インター
フェ イスを  errdisable ステート にするには、 spanning-tree bpduguard インターフェ イス  コ ン
フィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 
形式を使用しま す。

spanning-tree bpduguard {disable | enable}

no spanning-tree bpduguard 

構文の説明

デフォルト BPDU ガードはディ セーブルです。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン インターフェ イスを手動で再び動作させなければならない場合、 無効な設定を防ぐには、
BPDU ガード機能が役に立ちま す。 サービスプロバイダー ネッ ト ワーク内でインターフェ イス
がスパニング ツリ ー ト ポロジに参加し ないよ うにするには、 BPDU ガード機能を使用しま す。

ス イッ チが Per-VLAN Spanning-Tree Plus （PVST+） モー ド、 Rapid-PVST+ モード、 または 
Multiple Spanning-Tree （MST） モー ドで稼動して いる場合は、 BPDU ガード機能を イネーブル
にできま す。

すべての  PortFast 対応インターフェ イス上で BPDU ガードを グローバルにイネーブルにするに
は、 spanning-tree portfast bpduguard default グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを
使用しま す。

spanning-tree bpduguard インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用すると 、
spanning-tree portfast bpduguard default グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドの設定
を上書き できま す。

例 次の例では、 ポート で BPDU ガード機能を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# spanning-tree bpduguard enable

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

disable 指定さ れた インターフェ イス上で BPDU ガードをディ セーブルにしま
す。

enable 指定さ れた インターフェ イス上で BPDU ガードを イネーブルにしま
す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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関連コマンド コマンド 説明

show running-config 現在の動作設定を表示しま す。

spanning-tree portfast （グロー
バル コ ンフィ ギュレーショ ン）

PortFast 対応インターフェ イス上で BPDU フィ ルタ リ ング
機能または BPDU ガード機能を グローバルにイネーブルに
するか、 またはすべての非ト ランク  インターフェ イスで 
PortFast 機能を イネーブルにしま す。

spanning-tree portfast （イン
ターフェ イス  コ ンフィ ギュレー
ショ ン）

特定のインターフェ イス および対応するすべての  VLAN 上
で、 PortFast 機能を イネーブルにしま す。
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spanning-tree cost
スパニング ツリ ー計算に使用するパス  コ スト を設定するには、 spanning-tree cost インター
フェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 ループが発生した場合、 スパニン
グ ツリ ーはパス  コ スト を使用して、 フォ ワーディ ング ステート にするインターフェ イスを選
択しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

spanning-tree [vlan vlan-id] cost cost

no spanning-tree [vlan vlan-id] cost

構文の説明

デフォルト デフォ ルト  パス  コ スト は、 インターフェ イス帯域幅の設定から計算さ れま す。 IEEE のデフォ
ルト  パス  コ スト 値は、 次のと おり です。

• 1000 Mb/s ： 4

• 100 Mb/s ： 19

• 10 Mb/s ： 100

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン コ スト を設定する場合は、 値が大き いほどコ スト が高く なり ま す。

spanning-tree vlan vlan-id cost cost コマン ドおよび spanning-tree cost cost コマン ドの両方を使
用して インターフェ イスを設定する場合、 spanning-tree vlan vlan-id cost cost コマン ドが有効に
なり ま す。

例 次の例では、 ポート でパス  コ スト を  250 に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# spanning-tree cost 250

次の例では、 VLAN 10、 12 ～ 15、 20 にパス  コ スト と して  300 を設定する方法を示しま す。

Switch(config-if)# spanning-tree vlan 10,12-15,20 cost 300

vlan vlan-id （任意） スパニング ツリ ー インスタ ンスに関連付けら れた  VLAN 範囲です。
VLAN ID 番号で識別さ れた  1 つの  VLAN、 それぞれを ハイフンで区切った  
VLAN 範囲、 またはカンマで区切った一連の VLAN を指定できま す。 指定
でき る範囲は 1 ～ 4094 です。

cost パス  コ スト 。 指定でき る範囲は 1 ～ 200000000 です。 値が大き いほど、 コ ス
ト が高く なり ま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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設定を確認するには、 show spanning-tree interface interface-id 特権 EXEC コマン ドを入力しま
す。

関連コマンド コマンド 説明

show spanning-tree interface 
interface-id

指定した インターフェ イスのスパニング ツリ ー情報を表示し
ま す。

spanning-tree port-priority インターフェ イス  プラ イオリ ティ を設定しま す。

spanning-tree vlan priority 指定したスパニング ツリ ー インスタ ンスのス イッ チ プラ イオ
リ ティ を設定しま す。
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spanning-tree etherchannel guard misconfig
ス イッ チが EtherChannel の設定に矛盾を検出した場合にエラー メ ッ セージを表示するには、
spanning-tree etherchannel guard misconfig グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使
用しま す。 こ の機能をディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

spanning-tree etherchannel guard misconfig

no spanning-tree etherchannel guard misconfig

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト EtherChannel ガードはス イッ チ上でイネーブルです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ス イッ チが EtherChannel の設定に矛盾を検出すると 、 次のエラー メ ッ セージが表示さ れま す。

PM-4-ERR_DISABLE: Channel-misconfig error detected on [chars], putting [chars] in 
err-disable state.

設定に矛盾を持つ EtherChannel にあるス イッ チ ポート を表示するには、 show interfaces status 
err-disabled 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 リ モート  デバイスの  EtherChannel 設定を確認
するには、 リ モート  デバイスで show etherchannel summary 特権 EXEC コマン ドを使用しま
す。

EtherChannel 設定の矛盾により ポート が errdisable ステート の場合は、errdisable recovery cause 
channel-misconfig グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力してこのステート を解
除したり 、 shutdown および no shut down インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ド
を入力して、 手動で再びイネーブルにするこ と ができま す。

例 次の例では、 EtherChannel 設定矛盾のガード機能を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# spanning-tree etherchannel guard misconfig

設定を確認するには、 show spanning-tree summary 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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関連コマンド コマンド 説明

errdisable recovery cause 
channel-misconfig

EtherChannel 設定の矛盾によ る errdisable ステート から回復す
るタ イマーを イネーブルにしま す。

show etherchannel summary チャ ネルの EtherChannel 情報を、 チャ ネルグループ単位で 1 
行のサマリ ーと して表示しま す。

show interfaces status 
err-disabled

errdisable ステート の インターフェ イスを表示しま す。
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spanning-tree extend system-id
拡張システ ム ID 機能を イネーブルにするには、spanning-tree extend system-id グローバル コ ン
フィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 

spanning-tree extend system-id

（注） こ のコマン ドの  no バージョ ンは、 コマン ド ラ インのヘルプ スト リ ングには表示さ れま すが、
サポート さ れて いません。 拡張システ ム ID 機能をディ セーブルにするこ と はできません。

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト 拡張システ ム ID はイネーブルです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ス イッ チは、 IEEE 802.1t スパニング ツリ ー拡張をサポート しま す。 以前ス イッ チ プラ イオリ
ティ に使用さ れた ビッ ト の一部を、 現在は拡張システ ム ID （Per-VLAN Spanning-Tree Plus
（PVST+） と  Rapid PVST+ の  VLAN 識別子、 またはマ ルチ スパニング ツリ ー （MST） の インス
タ ンス識別子） に使用して いま す。

スパニング ツリ ーは、 ブリ ッ ジ ID が VLAN またはマ ルチ スパニング ツリ ー インスタ ンス ご
と に一意と なるよ うに、 拡張システ ム ID、 ス イッ チ プラ イオリ ティ 、 および割り 当てら れた
スパニング ツリ ー MAC アドレスを使用して いま す。 ス イッ チ スタッ ク は他のネッ ト ワークか
らは単一のス イッ チと して認識さ れるため、 スタッ ク内のすべてのス イッ チは、 指定のスパニ
ング ツリ ーに対して同一のブリ ッ ジ ID を使用しま す。 スタッ ク  マスターに障害が発生した場
合、 スタッ ク  メ ンバは、 スタッ ク  マスターの新し い MAC アドレスに基づいて、 実行して いる
スパニング ツリ ーすべてのブリ ッ ジ ID を再計算しま す。

拡張システ ム ID のサポート により 、 ルート  ス イッ チ、 セカンダリ  ルート  ス イッ チ、 および 
VLAN のス イッ チ プラ イオリ ティ の手動での設定方法に影響が生じま す。 詳細については、
°³spanning-tree mst root°¼ および °³spanning-tree vlan°¼ の項を参照してく ださ い。

ネッ ト ワーク上に拡張システ ム ID をサポート するス イッ チと サポート し ないス イッ チが混在
する場合は、 拡張システ ム ID をサポート するス イッ チがルート  ス イッ チになるこ と はほぼあ
り ません。 拡張システ ム ID によって、 接続さ れたス イッ チのプラ イオリ ティ より  VLAN 番号
が大き く なるたびに、 ス イッ チ プラ イオリ ティ 値が増大しま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
2-692
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リ フ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
  spanning-tree extend system-id
関連コマンド コマンド 説明

show spanning-tree summary スパニング ツリ ー インターフェ イス  ステート のサマリ ーを表
示しま す。

spanning-tree mst root ネッ ト ワークの直径に基づいて、 MST ルート  ス イッ チのプラ
イオリ ティ およびタ イマーを設定しま す。

spanning-tree vlan priority 指定したスパニング ツリ ー インスタ ンスのス イッ チ プラ イオ
リ ティ を設定しま す。
2-693
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
  spanning-tree guard
spanning-tree guard
選択さ れた インターフェ イスに関連付けら れたすべての  VLAN 上でルート  ガードまたはルー
プ ガードを イネーブルにするには、 spanning-tree guard インターフェ イス  コ ンフィ ギュレー
ショ ン コマン ドを使用しま す。 ルート  ガードは、 スパニング ツリ ー ルート  ポート またはス
イッ チの ルート へのパスになるこ と が可能なインターフェ イスを制限しま す。 ループ ガード
は、 障害によって単一方向リ ンク が作成さ れた場合に、 代替ポート またはルート  ポート が指定
ポート と して使用さ れないよ うにしま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形
式を使用しま す。

spanning-tree guard {loop | none | root}

no spanning-tree guard

構文の説明

デフォルト ルート  ガードはディ セーブルです。

ループ ガードは、 spanning-tree loopguard default グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン
ドに従って設定さ れま す （グローバルにディ セーブル化）。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ス イッ チが Per-VLAN Spanning-Tree Plus （PVST+） モー ド、 Rapid-PVST+ モード、 または 
Multiple Spanning-Tree （MST） モー ドで稼動して いる場合は、 ルート  ガードまたはループ ガー
ド機能を イネーブルにできま す。

ルート  ガードがイネーブルの場合に、 スパニング ツリ ーを計算すると 、 インターフェ イスが
ルート  ポート と して選択さ れ、 root-inconsistent （ブロッ ク ） ステート に移行しま す。 こ れによ
り 、 カスタマーのス イッ チがルート  ス イッ チになったり 、 ルート へのパスになったり するこ と
はなく なり ま す。 ルート  ポート は、 ス イッ チから ルート  ス イッ チまでの 適パスを提供しま
す。

no spanning-tree guard または no spanning-tree guard none コマン ドを入力すると 、ルート  ガー
ドは選択さ れた インターフェ イスのすべての  VLAN でディ セーブルになり ま す。 こ の インター
フェ イスが root-inconsistent （ブロッ ク ） ステート の場合、 インターフェ イスはリ スニング ス
テート に自動的に移行しま す。

UplinkFast 機能で使用するインターフェ イスでは、 ルート  ガードを イネーブルにし ないでく だ
さ い。 UplinkFast を使用すると 、 障害発生時に （ブロッ ク  ステート の） バッ ク アッ プ インター
フェ イスがルート  ポート になり ま す。 しかし、 同時にルート  ガードも イネーブルになって い
た場合は、 UplinkFast 機能で使用さ れるすべてのバッ ク アッ プ インターフェ イスが 

loop ループ ガードを イネーブルにしま す。

none ルート  ガードまたはループ ガードをディ セーブルにしま す。

root ルート  ガードを イネーブルにしま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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root-inconsistent （ブロッ ク ） ステート になり 、 フォ ワーディ ング ステート に移行でき なく なり
ま す。 ス イッ チが Rapid-PVST+ モードまたは MST モードで稼動して いる場合、 UplinkFast 機
能は使用できません。

ループ ガード機能は、 ス イッ チド  ネッ ト ワーク全体に設定した場合に も効果があり ま す。
ス イッ チが PVST+ モードまたは Rapid-PVST+ モードで動作して いる場合、 ループ ガードに
よって、 代替ポート およびルート  ポート が指定ポート と して使用さ れるこ と を防ぎま す。 スパ
ニング ツリ ーはルート ポート または代替ポート で Bridge Protocol Data Unit （BPDU; ブリ ッ ジ 
プロト コ ル データ  ユニッ ト ） を送信しません。 ス イッ チが MST モードで動作して いる場合
に、 すべての  MST インスタ ンスでインターフェ イスがループ ガードによってブロッ ク さ れて
いると きは、 BPDU は非境界インターフェ イスからは送信さ れません。 境界インターフェ イス
では、 ループ ガードによってすべての  MST インスタ ンスでインターフェ イスがブロッ ク さ れ
ま す。

ルート  ガードまたはループ ガードをディ セーブルにする場合は、 spanning-tree guard none イ
ンターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 ルート  ガードと ループ ガー
ドの両方を同時にイネーブルにするこ と はできません。

spanning-tree loopguard default グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドの設定を上書き
するには、 spanning-tree guard loop インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使
用しま す。

例 次の例では、 指定のポート に関連付けら れたすべての  VLAN で、 ルート  ガードを イネーブル
にする方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/2
Switch(config-if)# spanning-tree guard root

次の例では、 指定のポート に関連付けら れたすべての  VLAN で、 ループ ガードを イネーブル
にする方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/2
Switch(config-if)# spanning-tree guard loop

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show running-config 現在の動作設定を表示しま す。

spanning-tree cost スパニング ツリ ーの計算に使用するパス  コ スト を設定
しま す。

spanning-tree loopguard default 単一方向リ ンクの原因と なる障害によって、 代替ポート

またはルート  ポート が指定ポート と して使用さ れないよ

うにしま す。

spanning-tree mst cost MST の計算に使用するパス  コ スト を設定しま す。

spanning-tree mst port-priority インターフェ イス  プラ イオリ ティ を設定しま す。

spanning-tree mst root ネッ ト ワークの直径に基づいて、 MST ルート  ス イッ チ
のプラ イオリ ティ およびタ イマーを設定しま す。

spanning-tree port-priority インターフェ イス  プラ イオリ ティ を設定しま す。

spanning-tree vlan priority 指定したスパニング ツリ ー インスタ ンスのス イッ チ プ
ラ イオリ ティ を設定しま す。
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spanning-tree link-type 
インターフェ イスのデュプレッ ク ス  モードによって決ま るデフォ ルト のリ ンク タ イプ設定を上
書き し、 フォ ワーディ ング ステート への  Rapid Spanning-Tree 移行を イネーブルにするには、
spanning-tree link-type インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デ
フォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

spanning-tree link-type {point-to-point | shared}

no spanning-tree link-type

構文の説明

デフォルト ス イッ チは、 デュプレッ ク ス  モードから インターフェ イスのリ ンク  タ イプを取得しま す。 つ
ま り 、 全二重インターフェ イスはポイント ツーポイント  リ ンク 、 半二重インターフェ イスは共
有リ ンク であると 見なさ れま す。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン リ ンク  タ イプのデフォ ルト 設定を上書き するには、 spanning-tree link-type コマン ドを使用し
ま す。 たと えば、 半二重リ ンク は、 マ ルチ スパニング ツリ ー プロト コ ル （MSTP） または 
Rapid Per-VLAN Spanning-Tree Plus （Rapid-PVST+） プロト コ ルが稼動し高速移行がイネーブル
であるリ モート  ス イッ チの  1 つの インターフェ イスに、 ポイント ツーポイント で物理的に接続
できま す。

例 次の例では、 （デュプレッ ク スの設定に関係なく ） リ ンク  タ イプを共有に指定し、 フォ ワー
ディ ング ステート への高速移行を禁止する方法を示しま す。

Switch(config-if)# spanning-tree link-type shared

設定を確認するには、 show spanning-tree mst interface interface-id または show spanning-tree 
interface interface-id 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

point-to-point インターフェ イスのリ ンク  タ イプがポイント ツーポイント であるこ と を指
定しま す。

shared インターフェ イスのリ ンク  タ イプが共有であるこ と を指定しま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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関連コマンド コマンド 説明

clear spanning-tree detected-protocols すべてのインターフェ イスまたは指定さ れた イン
ターフェ イスでプロト コ ル移行プロセスを再開 （強
制的にネイバー ス イッ チと 再びネゴシエート させ
る） しま す。

show spanning-tree interface 
interface-id

指定した インターフェ イスのスパニング ツリ ー ス
テート 情報を表示しま す。

show spanning-tree mst interface 
interface-id

指定した インターフェ イスの  MST 情報を表示しま
す。
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spanning-tree loopguard default
代替ポート またはルート  ポート が、 単一方向リ ンクを発生させる障害が原因で指定ポート と し
て使用さ れないよ うにするには、 spanning-tree loopguard default グローバル コ ンフィ ギュ
レーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使
用しま す。

spanning-tree loopguard default

no spanning-tree loopguard default

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト ループ ガードはディ セーブルです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ス イッ チが Per-VLAN Spanning-Tree Plus （PVST+） モー ド、 Rapid-PVST+ モード、 またはマ ル
チ スパニング ツリ ー （MST） モー ドで稼動して いる場合は、 ループ ガード機能を イネーブル
にできま す。

ループ ガード機能は、 ス イッ チド  ネッ ト ワーク全体に設定した場合に も効果があり ま す。
ス イッ チが PVST+ モードまたは Rapid-PVST+ モードで動作して いる場合、 ループ ガードに
よって、 代替ポート およびルート  ポート が指定ポート と して使用さ れるこ と を防ぎま す。 スパ
ニング ツリ ーはルート ポート または代替ポート でブリ ッ ジ プロト コ ル データ  ユニッ ト
（BPDU） を送信しません。 ス イッ チが MST モードで動作して いる場合に、 すべての  MST イン
スタ ンスでインターフェ イスがループ ガードによってブロッ ク さ れて いると きは、 BPDU は非
境界インターフェ イスからは送信さ れません。 境界インターフェ イスでは、 ループ ガードに
よってすべての  MST インスタ ンスでインターフェ イスがブロッ ク さ れま す。

ループ ガードは、 スパニング ツリ ーがポイント ツーポイント と 見なすインターフェ イス上で
だけ動作しま す。

spanning-tree loopguard default グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドの設定を上書き
するには、 spanning-tree guard loop インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使
用しま す。

例 次の例では、 ループ ガードを グローバルにイネーブルする方法を示しま す。

Switch(config)# spanning-tree loopguard default

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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関連コマンド コマンド 説明

show running-config 現在の動作設定を表示しま す。

spanning-tree guard loop 指定した インターフェ イスに関連付けら れたすべての  VLAN 
で、 ループ ガード機能を イネーブルにしま す。
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spanning-tree mode 
ス イッ チ上で Per-VLAN Spanning-Tree Plus （PVST+）、 Rapid PVST+、 またはマ ルチ スパニン
グ ツリ ー （MST） を イネーブルにするには、 spanning-tree mode グローバル コ ンフィ ギュレー
ショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用し
ま す。

spanning-tree mode {mst | pvst | rapid-pvst}

no spanning-tree mode

構文の説明

デフォルト デフォ ルト  モードは PVST+ です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ス イッ チは PVST+、 Rapid PVST+、 および MSTP に対応して いま すが、 PVST+、 Rapid PVST+、
または MSTP のいずれかを すべての  VLAN が実行すると いう よ うに、 アク ティ ブにでき るのは
常に 1 つのバージョ ンだけです。 すべてのスタッ ク  メ ンバは、 同一のスパニング ツリ ー バー
ジョ ンを実行しま す。

MST モードを イネーブルにすると 、 RSTP が自動的にイネーブルになり ま す。

注意 スパニング ツリ ー モードを変更すると 、 すべてのスパニング ツリ ー インスタ ンスは以前の
モードであるため停止し、 新し いモードで再起動するので、 ト ラフィ ッ クを中断させる可能性
があり ま す。

例 次の例では、 ス イッ チ上で MST および RSTP を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# spanning-tree mode mst

次の例では、 ス イッ チ上で Rapid PVST+ を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

mst MST および高速スパニング ツリ ー プロト コ ル （RSTP） を イネーブルにしま
す （IEEE 802.1s および IEEE 802.1w に準拠）。

pvst PVST+ を イネーブルにしま す （IEEE 802.1D に準拠）。

rapid-pvst Rapid PVST+ を イネーブルにしま す （IEEE 802.1w に準拠）。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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関連コマンド コマンド 説明

show running-config 現在の動作設定を表示しま す。
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spanning-tree mst configuration 
マ ルチ スパニング ツリ ー （MST） リ ージョ ンを設定する場合に使用する MST コ ンフィ ギュ
レーショ ン モードを開始するには、 spanning-tree mst configuration グローバル コ ンフィ ギュ
レーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使
用しま す。

spanning-tree mst configuration

no spanning-tree mst configuration

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト デフォ ルト では、 すべての  VLAN が Common and Internal Spanning-Tree （CIST） インスタ ンス
（インスタ ンス  0） にマッ ピングさ れま す。

デフォ ルト 名は空の文字列です。

リ ビジョ ン番号は 0 です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン spanning-tree mst configuration コマン ドを入力すると 、 MST コ ンフィ ギュレーショ ン モード
が開始しま す。 使用でき るコ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドは、 次のと おり です。

• abort ： 設定変更を適用し ないで、 MST リ ージョ ン コ ンフィ ギュレーショ ン モードを終了
しま す。

• exit ： MST リ ージョ ン コ ンフィ ギュレーショ ン モードを終了し、 すべての設定変更を適用
しま す。

• instance instance-id vlan vlan-range ： VLAN を  MST インスタ ンスにマッ ピングしま す。
instance-id に指定でき る範囲は 1 ～ 4094 です。 vlan-range に指定でき る範囲は 1 ～ 4094 で
す。 VLAN ID 番号で識別さ れた  1 つの  VLAN、 それぞれを ハイフンで区切った  VLAN 範
囲、 またはカンマで区切った一連の  VLAN を指定できま す。

• name name ： 設定名を設定しま す。 name スト リ ングには 大 32 文字使用でき、 大文字と 小
文字が区別さ れま す。

• no ： instance、 name、 および revision コマン ドを無視するか、 またはデフォ ルト 設定に戻
しま す。

• private-vlan ： こ のコマン ドは、 コマン ド ラ インのヘルプ スト リ ングには表示さ れま すが、
サポート さ れて いません。

• revision version ： 設定のリ ビジョ ン番号を設定しま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 65535 です。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。

12.2(25)SED instance-id の範囲が 1 ～ 4094 に変更さ れま した。
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• show [current | pending] ： 現在のまたは保留中の MST リ ージョ ンの設定を表示しま す。 

MST モードでは、 ス イッ チ スタッ ク は 大 65 個の  MST インスタ ンスをサポート しま す。 特
定の  MST インスタ ンスにマッ ピング可能な VLAN 数に制限はあり ません。

VLAN を  MST インスタ ンスにマッ ピングすると 、 マッ ピングは増分で実行さ れま す。 コマン
ドで指定さ れた  VLAN は、 すでにマッ ピング済みの VLAN に対して追加または削除さ れま す。
範囲を指定する場合はハイフンを使用しま す。 たと えば、 instance 1 vlan 1-63 を指定した場合、
VLAN 1 ～ 63 を  MST インスタ ンス  1 にマッ ピングしま す。 列挙して指定する場合はカンマを
使用しま す。たと えば、 instance 1 vlan 10, 20, 30 を指定した場合、 VLAN 10、 20、 および 30 を  
MST インスタ ンス  1 にマッ ピングしま す。

明示的に MST インスタ ンスにマッ ピングさ れて いないすべての  VLAN は、 Common and 
Internal Spanning Tree （CIST） インスタ ンス （インスタ ンス  0） にマッ ピングさ れま す。 こ の
マッ ピングは、 こ のコマン ドの no 形式では CIST から解除できません。

2 台以上のス イッ チが同一 MST リ ージョ ン内に存在する場合、 同じ  VLAN マッ ピング、 同じ

コ ンフィ ギュレーショ ン リ ビジョ ン番号、 および同じ名前が設定さ れて いる必要があり ま す。

例 次の例では、 MST コ ンフィ ギュレーショ ン モードを開始して  VLAN 10 ～ 20 を  MST インスタ
ンス  1 にマッ ピングし、 リ ージョ ンに region1 と 名前を付けて、 コ ンフィ ギュレーショ ン リ ビ
ジョ ンを  1 に設定しま す。 その後、 変更確認前の設定を表示して変更を適用し、 グローバル コ
ンフィ ギュレーショ ン モードに戻る方法を示しま す。

Switch# spanning-tree mst configuration
Switch(config-mst)# instance 1 vlan 10-20
Switch(config-mst)# name region1
Switch(config-mst)# revision 1
Switch(config-mst)# show pending
Pending MST configuration
Name      [region1]
Revision  1
Instance  Vlans Mapped
--------  ---------------------
0         1-9,21-4094
1         10-20
-------------------------------

Switch(config-mst)# exit
Switch(config)#

次の例では、 VLAN 1 ～ 100 を、 すでに同じ  VLAN がマッ ピングさ れて いる場合でも 、 インス
タ ンス  2 に追加し、 こ こ でインスタ ンス  2 にマッ ピングした  VLAN 40 ～ 60 を  CIST インスタ
ンスに移動しま す。 その後、 インスタ ンス  10 に VLAN 10 を追加し、 インスタ ンス  2 にマッ ピ
ングさ れて いるすべての VLAN を削除して、 それらを  CIST インスタ ンスにマッ ピングする方
法を示しま す。

Switch(config-mst)# instance 2 vlan 1-100
Switch(config-mst)# no instance 2 vlan 40-60
Switch(config-mst)# instance 10 vlan 10
Switch(config-mst)# no instance 2

設定を確認するには、 show pending MST コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show spanning-tree mst configuration MST リ ージョ ンの設定を表示しま す。
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spanning-tree mst cost 
Multiple Spanning-Tree （MST） 計算に使用するパス  コ スト を設定するには、 spanning-tree mst 
cost インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 ループが発生した場
合、 スパニング ツリ ーはパス  コ スト を使用して、 フォ ワーディ ング ステート にするインター
フェ イスを選択しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

spanning-tree mst instance-id cost cost

no spanning-tree mst instance-id cost

構文の説明

デフォルト デフォ ルト  パス  コ スト は、 インターフェ イス帯域幅の設定から計算さ れま す。 IEEE のデフォ
ルト  パス  コ スト 値は、 次のと おり です。

• 1000 Mb/s ： 20000

• 100 Mb/s ： 200000

• 10 Mb/s ： 2000000

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン コ スト を設定する場合は、 値が大き いほどコ スト が高く なり ま す。

例 次の例では、 インスタ ンス  2 および 4 に関連付けら れたポート にパス  コ スト と して  250 を設定
する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# spanning-tree mst 2,4 cost 250

設定を確認するには、 show spanning-tree mst interface interface-id 特権 EXEC コマン ドを入力
しま す。

instance-id スパニング ツリ ー インスタ ンス範囲。 1 つのインスタ ンス、 それぞれを ハ
イフンで区切った インスタ ンス範囲、 またはカンマで区切った一連の インス
タ ンスを指定できま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 4094 です。

cost パス  コ スト の範囲は 1 ～ 200000000 です。値が大き いほど、コ スト が高く な
り ま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。

12.2(25)SED instance-id の範囲が 1 ～ 4094 に変更さ れま した。
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関連コマンド コマンド 説明

show spanning-tree mst 
interface interface-id

指定した インターフェ イスの  MST 情報を表示しま す。

spanning-tree mst 
port-priority

インターフェ イス  プラ イオリ ティ を設定しま す。

spanning-tree mst priority 指定したスパニング ツリ ー インスタ ンスのス イッ チ プラ イオ
リ ティ を設定しま す。
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spanning-tree mst forward-time 
すべてのマ ルチ スパニング ツリ ー （MST） インスタ ンスに転送遅延時間を設定するには、
spanning-tree mst forward-time グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。
転送遅延時間には、 インターフェ イスが転送を開始するまでに、 リ スニング ステート および
ラーニング ステート がそれぞれ継続する時間を指定しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ の
コマン ドの no 形式を使用しま す。

spanning-tree mst forward-time seconds

no spanning-tree mst forward-time 

構文の説明

デフォルト デフォ ルト 値は 15 秒です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン spanning-tree mst forward-time コマン ドを変更すると 、 すべてのスパニング ツリ ー インスタ
ンスに影響しま す。

例 次の例では、 すべての  MST インスタ ンスについて、 スパニング ツリ ーの転送遅延時間を  18 秒
に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# spanning-tree mst forward-time 18

設定を確認するには、 show spanning-tree mst 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

seconds リ スニング ステート およびラーニング ステート の継続時間です。 指定
でき る範囲は 4 ～ 30 秒です。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。

コマンド 説明

show spanning-tree mst MST 情報を表示しま す。

spanning-tree mst hello-time ルート  ス イッ チ コ ンフィ ギュレーショ ン メ ッ セージから送信
さ れる hello ブリ ッ ジ プロト コ ル データ  ユニッ ト （BPDU） の
間隔を設定しま す。

spanning-tree mst max-age スパニング ツリ ーがルート  ス イッ チからメ ッ セージを受信す
る間隔を設定しま す。

spanning-tree mst max-hops BPDU が廃棄さ れるまでのリ ージョ ンのホッ プ カ ウント を設
定しま す。
2-706
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リ フ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
  spanning-tree mst hello-time
spanning-tree mst hello-time 
ルート  ス イッ チ コ ンフィ ギュレーショ ン メ ッ セージから送信さ れる hello ブリ ッ ジ プロト コ ル 
データ  ユニッ ト （BPDU） の間隔を設定するには、 spanning-tree mst hello-time グローバル コ
ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  
no 形式を使用しま す。 

spanning-tree mst hello-time seconds

no spanning-tree mst hello-time 

構文の説明

デフォルト デフォ ルト 値は 2 秒です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン spanning-tree mst max-age seconds グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを設定した後
に、 ス イッ チが指定さ れた間隔の間にルート  ス イッ チから  BPDU を受信し なかった場合は、 ス
パニング ツリ ー ト ポロジが再計算さ れま す。 max-age の設定値は、 hello-time の設定値より も
大き く なければなり ません。

spanning-tree mst hello-time コマン ドを変更すると 、 すべてのスパニング ツリ ー インスタ ンス
に影響しま す。

例 次の例では、 すべてのマ ルチ スパニング ツリ ー （MST） インスタ ンスについて、 スパニング 
ツリ ーの  hello タ イ ムを  3 秒に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# spanning-tree mst hello-time 3

設定を確認するには、 show spanning-tree mst 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

seconds ルート  ス イッ チ コ ンフィ ギュレーショ ン メ ッ セージから送信さ れる 
hello BPDU の間隔です。 指定でき る範囲は 1 ～ 10 秒です。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。

コマンド 説明

show spanning-tree mst MST 情報を表示しま す。

spanning-tree mst 
forward-time

すべての  MST インスタ ンスについて転送遅延時間を設定しま
す。
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spanning-tree mst max-age スパニング ツリ ーがルート  ス イッ チからメ ッ セージを受信す
る間隔を設定しま す。

spanning-tree mst max-hops BPDU が廃棄さ れるまでのリ ージョ ンのホッ プ カ ウント を設
定しま す。

コマンド 説明
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spanning-tree mst max-age 
スパニング ツリ ーがルート  ス イッ チから受信するメ ッ セージの間隔を設定するには、
spanning-tree mst max-age グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。ス イッ
チがこ のインターバル内にルート  ス イッ チからブリ ッ ジ プロト コ ル データ  ユニッ ト （BPDU）
メ ッ セージを受信し なかった場合は、 スパニング ツリ ー ト ポロジが再計算さ れま す。 デフォ
ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

spanning-tree mst max-age seconds

no spanning-tree mst max-age 

構文の説明

デフォルト デフォ ルト 値は 20 秒です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン spanning-tree mst max-age seconds グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを設定した後
に、 ス イッ チが指定さ れた間隔の間にルート  ス イッ チから  BPDU を受信し なかった場合は、 ス
パニング ツリ ー ト ポロジが再計算さ れま す。 max-age の設定値は、 hello-time の設定値より も
大き く なければなり ません。

spanning-tree mst max-age コマン ドを変更すると 、すべてのスパニング ツリ ー インスタ ンスに
影響しま す。

例 次の例では、 すべてのマ ルチ スパニング ツリ ー （MST） インスタ ンスについて、 スパニング 
ツリ ーの有効期限を  30 秒に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# spanning-tree mst max-age 30

設定を確認するには、 show spanning-tree mst 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

seconds スパニング ツリ ーがルート  ス イッ チからメ ッ セージを受信する間隔です。 指定
でき る範囲は 6 ～ 40 秒です。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。

コマンド 説明

show spanning-tree mst MST 情報を表示しま す。

spanning-tree mst forward-time すべての  MST インスタ ンスについて転送遅延時間を設定
しま す。
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spanning-tree mst hello-time ルート  ス イッ チ コ ンフィ ギュレーショ ン メ ッ セージが送
信する hello BPDU の間隔を設定しま す。

spanning-tree mst max-hops BPDU が廃棄さ れるまでのリ ージョ ンのホッ プ カ ウント
を設定しま す。

コマンド 説明
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spanning-tree mst max-hops 
ブリ ッ ジ プロト コ ル データ  ユニッ ト （BPDU） が ドロッ プさ れて、 インターフェ イス用に保持
さ れた情報が期限切れになるまでのリ ージョ ンのホッ プ数を設定するには、 spanning-tree mst 
max-hops グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻す
には、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

spanning-tree mst max-hops hop-count

no spanning-tree mst max-hops

構文の説明

デフォルト デフォ ルト のホッ プ カ ウント は 20 です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン インスタ ンスの ルート  ス イッ チは、 常にコスト を  0、 ホッ プ カ ウント を 大値に設定して  
BPDU （または M レコード） を送信しま す。 ス イッ チは、 こ の  BPDU を受信すると 、 受信した
残り のホッ プ カ ウント を  1 つ減らして、 生成する M レコードの残り のホッ プ カ ウント と して
こ の値を伝播しま す。 ホッ プ カ ウント が 0 になると 、 ス イッ チは BPDU を ドロッ プして、 イン
ターフェ イス用に保持さ れた情報を期限切れにしま す。

spanning-tree mst max-hops コマン ドを変更すると 、 すべてのスパニング ツリ ー インスタ ンス
に影響しま す。

例 次の例では、 すべてのマ ルチ スパニング ツリ ー （MST） インスタ ンスについて、 スパニング 
ツリ ーの 大ホッ プ カ ウント を  10 に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# spanning-tree mst max-hops 10

設定を確認するには、 show spanning-tree mst 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

hop-count BPDU が廃棄さ れるまでのリ ージョ ンのホッ プ カ ウント です。 指定でき るホッ
プ カ ウント の範囲は 1 ～ 255 です。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。

12.2(25)SED hop-count の範囲が 1 ～ 255 に変更さ れま した。
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関連コマンド コマンド 説明

show spanning-tree mst MST 情報を表示しま す。

spanning-tree mst forward-time すべての  MST インスタ ンスについて転送遅延時間を設定
しま す。

spanning-tree mst hello-time ルート  ス イッ チ コ ンフィ ギュレーショ ン メ ッ セージが送
信する hello BPDU の間隔を設定しま す。

spanning-tree mst max-age スパニング ツリ ーがルート  ス イッ チからメ ッ セージを受
信する間隔を設定しま す。
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spanning-tree mst port-priority 
インターフェ イス  プラ イオリ ティ を設定するには、 spanning-tree mst port-priority インター
フェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 ループが発生した場合、 マ ルチ ス
パニング ツリ ー プロト コ ル （MSTP） はフォ ワーディ ング ステート に設定するインターフェ イ
スを判別できま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

spanning-tree mst instance-id port-priority priority

no spanning-tree mst instance-id port-priority

構文の説明

デフォルト デフォ ルト は 128 です。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 初に選択さ れるインターフェ イスには高いプラ イオリ ティ 値 （小さ い数値） を割り 当て、
後に選択さ れるインターフェ イスには低いプラ イオリ ティ 値 （高い数値） を割り 当て るこ と が
できま す。 すべてのインターフェ イスに同じプラ イオリ ティ 値が付けら れて いる場合、
Multiple Spanning-Tree （MST） はインターフェ イス番号が 小の インターフェ イスをフォ ワー
ディ ング ステート にし、 他のインターフェ イスをブロッ ク しま す。

ス イッ チがス イッ チ スタッ クのメ ンバの場合、spanning-tree mst [instance vlan-id] port-priority 
priority インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドの代わり に、 spanning-tree mst 
[instance-id] cost cost インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 フォ
ワーディ ング ステート にするインターフェ イスを選択し なければなり ません。 初に選択させ
るインターフェ イスには低いコスト 値を割り 当て、 後に選択させるインターフェ イスには高
いコスト 値を割り 当てま す。

instance-id スパニング ツリ ー インスタ ンス範囲。 1 つの インスタ ンス、 それぞれを ハイ
フンで区切った インスタ ンス範囲、 またはカンマで区切った一連の インスタ
ンスを指定できま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 4094 です。

priority 指定でき る範囲は 0 ～ 240 で、 16 ずつ増加しま す。 有効なプラ イオリ ティ 値
は 0、 16、 32、 48、 64、 80、 96、 112、 128、 144、 160、 176、 192、 208、
224、 240 です。 それ以外の値はすべて拒否さ れま す。 値が小さ いほど、 プ
ラ イオリ ティ が高く なり ま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。

12.2(25)SED instance-id の範囲が 1 ～ 4094 に変更さ れま した。
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例 次の例では、 ループが発生した場合に、 スパニング ツリ ー インスタ ンス  20 および 22 に関連付
けら れた インターフェ イスがフォ ワーディ ング ステート になる可能性を高め る方法を示しま
す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/2
Switch(config-if)# spanning-tree mst 20,22 port-priority 0

設定を確認するには、 show spanning-tree mst interface interface-id 特権 EXEC コマン ドを入力
しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show spanning-tree mst interface 
interface-id

指定した インターフェ イスの  MST 情報を表示しま す。

spanning-tree mst cost MST の計算に使用するパス  コ スト を設定しま す。

spanning-tree mst priority 指定したスパニング ツリ ー インスタ ンスのス イッ チ プ
ラ イオリ ティ を設定しま す。
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spanning-tree mst pre-standard
先行標準ブリ ッ ジ プロト コ ル データ  ユニッ ト （BPDU） だけを送信するよ うにポート を設定す
るには、spanning-tree mst pre-standard インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを
使用しま す。

spanning-tree mst pre-standard

no spanning-tree mst pre-standard

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  デフォルト デフォ ルト のステート は、 先行標準ネイバーの自動検出です。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ポート では、 先行標準と 標準の両方の  BPDU を受け入れるこ と ができま す。 ネイバー タ イプが
不一致の場合、 Common and Internal Spanning Tree （CIST） だけがこ の インターフェ イスで実行
さ れま す。

（注） ス イッ チのポート が、 先行標準の  Cisco IOS ソ フト ウェアを実行して いるス イッ チに接続さ れ
て いる場合には、 ポート に対して  spanning-tree mst pre-standard インターフェ イス  コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを使用する必要があり ま す。 先行標準 BPDU だけを送信するよ うに
ポート を設定して いない場合、 Multiple STP （MSTP） のパフォーマンスが低下するこ と があり
ま す。

自動的に先行標準ネイバーを検出するよ うにポート が設定さ れて いる場合、 show 
spanning-tree mst コマン ドに prestandard フ ラグが常に表示さ れま す。

例 次の例では、 先行標準 BPDU だけを送信するよ うにポート を設定する方法を示しま す。

Switch(config-if)# spanning-tree mst pre-standard

設定を確認するには、 show spanning-tree mst 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

リ リース 変更箇所

12.2(25)SED このコマン ドが追加さ れま した。
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コマンド 説明

show spanning-tree mst instance-id prestandard フ ラグなど、 指定さ れた インターフェ イス
のマ ルチ スパニング ツリ ー （MST） 情報を表示しま
す。
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spanning-tree mst priority 
指定さ れたスパニング ツリ ーのインスタ ンスにス イッ チ プラ イオリ ティ を設定するには、
spanning-tree mst priority グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ
ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

spanning-tree mst instance-id priority priority 

no spanning-tree mst instance-id priority

構文の説明

デフォルト デフォ ルト は 32768 です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

例 次の例では、 マ ルチ スパニング ツリ ー （MST） インスタ ンス  20 ～ 21 のスパニング ツリ ー プ
ラ イオリ ティ を  8192 に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# spanning-tree mst 20-21 priority 8192

設定を確認するには、 show spanning-tree mst instance-id 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

instance-id スパニング ツリ ー インスタ ンス範囲。 1 つのインスタ ンス、 それぞれを ハイ
フンで区切った インスタ ンス範囲、 またはカンマで区切った一連の インスタ
ンスを指定できま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 4094 です。

priority 指定したスパニング ツリ ー インスタ ンスのス イッ チ プラ イオリ ティ を設定
しま す。 この設定は、 ス イッ チがルート  ス イッ チと して選択さ れる可能性を
左右しま す。 小さ い値を設定すると 、 ス イッ チがルート  ス イッ チと して選択
さ れる可能性が高ま り ま す。

指定でき る範囲は 0 ～ 61440 で、 4096 ずつ増加しま す。 有効なプラ イオリ
ティ 値は 0、 4096、 8192、 12288、 16384、 20480、 24576、 28672、 32768、
36864、 40960、 45056、 49152、 53248、 57344、 61440 です。 それ以外の値は
すべて拒否さ れま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。

12.2(25)SED instance-id の範囲が 1 ～ 4094 に変更さ れま した。

コマンド 説明

show spanning-tree mst instance-id 指定した インターフェ イスの  MST 情報を表示しま す。

spanning-tree mst cost MST の計算に使用するパス  コ スト を設定しま す。

spanning-tree mst port-priority インターフェ イス  プラ イオリ ティ を設定しま す。
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spanning-tree mst root 
ネッ ト ワークの直径に基づいて、 マ ルチ スパニング ツリ ー （MST） ルート  ス イッ チのプラ イ
オリ ティ およびタ イマーを設定するには、 spanning-tree mst root グローバル コ ンフィ ギュレー
ショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用し
ま す。

spanning-tree mst instance-id root {primary | secondary} [diameter net-diameter
    [hello-time seconds]]

no spanning-tree mst instance-id root 

構文の説明

デフォルト プラ イマリ  ルート  ス イッ チのプラ イオリ ティ は 24576 です。

セカンダリ  ルート  ス イッ チのプラ イオリ ティ は 28672 です。

hello タ イ ムは 2 秒です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン spanning-tree mst instance-id root コマン ドは、 バッ ク ボーン ス イッ チだけで使用してく ださ
い。

spanning-tree mst instance-id root コマン ドを入力すると 、 ソ フト ウェアはこのス イッ チをスパ
ニング ツリ ー インスタ ンスの ルート に設定するのに十分なプラ イオリ ティ を設定し よ うと し
ま す。 拡張システ ム ID がサポート さ れて いるため、 ス イッ チはインスタ ンスのス イッ チ プラ

instance-id スパニング ツリ ー インスタ ンス範囲。 1 つのインスタ ンス、 それぞ
れを ハイフンで区切った インスタ ンス範囲、 またはカンマで区切っ
た一連の インスタ ンスを指定できま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 4094 
です。

root primary このス イッ チを強制的にルート  ス イッ チに設定しま す。

root secondary プラ イマリ  ルート  ス イッ チに障害が発生した場合に、 このス イッ チ
を ルート  ス イッ チに設定しま す。

diameter net-diameter （任意） 任意の  2 つのエン ド  ステーショ ン間にス イッ チの 大数を設
定しま す。 指定でき る範囲は 2 ～ 7 です。 このキーワードは、 MST 
インスタ ンス  0 にだけ使用できま す。

hello-time seconds （任意） ルート  ス イッ チ コ ンフィ ギュレーショ ン メ ッ セージから送
信さ れる hello ブリ ッ ジ プロト コ ル データ  ユニッ ト （BPDU） の間
隔を設定しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 10 秒です。 このキーワード
は、 MST インスタ ンス  0 にだけ使用できま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。

12.2(25)SED instance-id の範囲が 1 ～ 4094 に変更さ れま した。
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イオリ ティ を  24576 に設定しま す （こ の値によってこ のス イッ チが指定さ れた インスタ ンスの
ルート になる場合）。 指定さ れた インスタ ンスの ルート  ス イッ チに、 24576 に満たないス イッ
チ プラ イオリ ティ が設定さ れて いる場合は、 ス イッ チは自身のプラ イオリ ティ を 小のス イッ
チ プラ イオリ ティ より  4096 だけ小さ い値に設定しま す （4096 は 4 ビッ ト  ス イッ チ プラ イオ
リ ティ の 下位ビッ ト の値です）。

spanning-tree mst instance-id root secondary コマン ドを入力すると 、 拡張システ ム ID がサポー
ト さ れて いるため、 ソ フト ウェアはス イッ チ プラ イオリ ティ をデフォ ルト 値 （32768） から  
28672 に変更しま す。 ルート  ス イッ チに障害が発生した場合は、 こ のス イッ チが次の ルート  ス
イッ チになり ま す （ネッ ト ワーク内の他のス イッ チがデフォ ルト のス イッ チ プラ イオリ ティ で
ある 32768 を使用して いるため、 ルート  ス イッ チになる可能性が低い場合）。

例 次の例では、 ス イッ チを インスタ ンス  10 の ルート  ス イッ チと して設定し、 ネッ ト ワーク直径
を  4 に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# spanning-tree mst 10 root primary diameter 4

次の例では、 ス イッ チを インスタ ンス  10 のセカンダリ  ルート  ス イッ チと して設定し、 ネッ ト
ワーク直径を  4 に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# spanning-tree mst 10 root secondary diameter 4 

設定を確認するには、 show spanning-tree mst instance-id 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show spanning-tree mst instance-id 指定した インスタ ンスの  MST 情報を表示しま す。

spanning-tree mst forward-time すべての  MST インスタ ンスについて転送遅延時間を設
定しま す。

spanning-tree mst hello-time ルート  ス イッ チ コ ンフィ ギュレーショ ン メ ッ セージが
送信する hello BPDU の間隔を設定しま す。

spanning-tree mst max-age スパニング ツリ ーがルート  ス イッ チからメ ッ セージを
受信する間隔を設定しま す。

spanning-tree mst max-hops BPDU が廃棄さ れるまでのリ ージョ ンのホッ プ カ ウン
ト を設定しま す。
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spanning-tree port-priority
インターフェ イス  プラ イオリ ティ を設定するには、 spanning-tree port-priority インターフェ イ
ス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 ループが発生した場合、 スパニング ツ
リ ーはフォ ワーディ ング ステート にするインターフェ イスを判別できま す。 デフォ ルト 設定に
戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

spanning-tree [vlan vlan-id] port-priority priority

no spanning-tree [vlan vlan-id] port-priority

構文の説明

デフォルト デフォ ルト は 128 です。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 変数 vlan-id を省略した場合、 こ のコマン ドは VLAN 1 に関連付けら れたスパニング ツリ ー イ
ンスタ ンスに適用さ れま す。

インターフェ イスが割り 当てら れて いない VLAN にプラ イオリ ティ を設定できま す。 こ の イン
ターフェ イスを  VLAN に割り 当て ると 、 設定が有効になり ま す。

spanning-tree vlan vlan-id port-priority priority コマン ドおよび spanning-tree port-priority 
priority コマン ドの両方を使用して インターフェ イスを設定する場合、 spanning-tree vlan 
vlan-id port-priority priority コマン ドが有効になり ま す。

ス イッ チがス イッ チ スタッ クのメ ンバの場合、spanning-tree [vlan vlan-id] port-priority priority 
インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドの代わり に、 spanning-tree [vlan vlan-id] 
cost cost インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 フォ ワーディ ング 
ステート にするインターフェ イスを選択し なければなり ません。 初に選択させるインター
フェ イスには、 低いコスト 値を割り 当て、 後に選択させるインターフェ イスには高いコスト
値を割り 当てま す。

vlan vlan-id （任意） スパニング ツリ ー インスタ ンスに関連付けら れた  VLAN 範囲です。
VLAN ID 番号で識別さ れた  1 つの  VLAN、 それぞれを ハイフンで区切った  
VLAN 範囲、 またはカンマで区切った一連の VLAN を指定できま す。 指定
でき る範囲は 1 ～ 4094 です。

priority 指定でき る番号は 0 ～ 240 で、 16 ずつ増加しま す。 有効な値は 0、 16、 32、
48、 64、 80、 96、 112、 128、 144、 160、 176、 192、 208、 224、 240 です。 そ
れ以外の値はすべて拒否さ れま す。 値が小さ いほど、 プラ イオリ ティ が高く
なり ま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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例 次の例では、 ループが発生した場合にポート がフォ ワーディ ング ステート になる可能性を高め
る方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/2
Switch(config-if)# spanning-tree vlan 20 port-priority 0

次の例では、 VLAN 20 ～ 25 のポート  プラ イオリ ティ 値を設定する方法を示しま す。

Switch(config-if)# spanning-tree vlan 20-25 port-priority 0

設定を確認するには、 show spanning-tree interface interface-id 特権 EXEC コマン ドを入力しま
す。

関連コマンド コマンド 説明

show spanning-tree interface 
interface-id

指定した インターフェ イスのスパニング ツリ ー情報を表示し
ま す。

spanning-tree cost スパニング ツリ ーの計算に使用するパス  コ スト を設定しま す。

spanning-tree vlan priority 指定したスパニング ツリ ー インスタ ンスのス イッ チ プラ イオ
リ ティ を設定しま す。
2-721
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド

  spanning-tree portfast （グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン）
spanning-tree portfast （グローバル コ ンフィ ギュレーショ
ン）

PortFast 対応のインターフェ イス上で Bridge Protocol Data Unit （BPDU; ブリ ッ ジ プロト コ ル 
データ  ユニッ ト ） フィ ルタ リ ングおよび BPDU ガード機能を グローバルにイネーブルにした
り 、 すべての非ト ランク  インターフェ イス上で PortFast 機能を グローバルにイネーブルにした
り するには、 spanning-tree portfast グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま
す。 BPDU フィ ルタ リ ング機能を使用すると 、 ス イッ チ インターフェ イスでの  BPDU の送受信
を禁止できま す。 BPDU ガード機能は、 BPDU を受信する PortFast 対応インターフェ イスを  
errdisable ステート にしま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま
す。

spanning-tree portfast {bpdufilter default | bpduguard default | default}

no spanning-tree portfast {bpdufilter default | bpduguard default | default}

構文の説明

デフォルト BPDU フィ ルタ リ ング、 BPDU ガード、 および PortFast 機能は、 個別に設定し ない限り 、 すべ
てのインターフェ イスでディ セーブルです。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ス イッ チが Per-VLAN Spanning-Tree Plus （PVST+） モー ド、 Rapid-PVST+ モード、 または 
Multiple Spanning-Tree （MST） モー ドで稼動して いる場合は、 こ れらの機能を イネーブルにで
きま す。

PortFast 対応インターフェ イス （PortFast 動作ステート の インターフェ イス） 上で BPDU フィ ル
タ リ ングを グローバルにイネーブルにするには、 spanning-tree portfast bpdufilter default グ
ローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 ただし、 リ ンク が確立してからス
イッ チが発信 BPDU のフィ ルタ リ ングを開始するまでの間に、 こ の インターフェ イスから  

bpdufilter default PortFast 対応インターフェ イス上で BPDU フィ ルタ リ ングを グローバ
ルにイネーブルにし、 エン ド  ステーショ ンに接続さ れたス イッ チ イン
ターフェ イスでの  BPDU の送受信を禁止しま す。

bpduguard default PortFast 対応インターフェ イス上で BPDU ガード機能を グローバルに
イネーブルにし、 BPDU を受信する PortFast 対応インターフェ イスを  
errdisable ステート にしま す。

default すべての非ト ランク  インターフェ イス上で PortFast 機能を グローバル
にイネーブルにしま す。 PortFast 機能がイネーブルの場合、 インター
フェ イスはブロッ キング ステート からフォ ワーディ ング ステート に直
接移行しま す。 その際に、 中間のスパニング ツリ ー ステート は変わり
ません。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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BPDU がいく つか送信さ れま す。 ス イッ チ インターフェ イスに接続さ れたホスト が BPDU を受
信し ないよ うにするには、 ス イッ チ上で BPDU フィ ルタ リ ングを グローバルにイネーブルにす
る必要があり ま す。 BPDU を受信した  PortFast 対応インターフェ イスでは、 PortFast 動作ステー
タスが解除さ れ、 BPDU フィ ルタ リ ングがディ セーブルになり ま す。

spanning-tree portfast bpdufilter default グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドの設定を
上書き するには、 spanning-tree bdpufilter インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ド
を使用しま す。

注意 BPDU フィ ルタ リ ングを特定の インターフェ イス上でイネーブルにするこ と は、 そのインター
フェ イス上でスパニング ツリ ーをディ セーブルにするこ と と 同じであり 、 スパニング ツリ ー 
ループが発生するこ と があり ま す。

PortFast 動作ステート の インターフェ イス上で BPDU ガードを グローバルにイネーブルにする
には、 spanning-tree portfast bpduguard default グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ド
を使用しま す。 有効な設定では、 PortFast 対応インターフェ イスは BPDU を受信しません。
PortFast 対応インターフェ イスが BPDU を受信した場合は、 認可さ れて いないデバイスの接続
などの無効な設定が存在するこ と を示しており 、 BPDU ガード機能によって インターフェ イス
は errdisable ステート になり ま す。 インターフェ イスを手動で再び動作させなければならない
場合、 無効な設定を防ぐには、 BPDU ガード機能が役に立ちま す。 サービスプロバイダー ネッ
ト ワーク内でアク セス  ポート がスパニング ツリ ーに参加し ないよ うにするには、 BPDU ガード
機能を使用しま す。

spanning-tree portfast bpduguard default グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドの設定
を上書き するには、 spanning-tree bdpuguard インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマ
ン ドを使用しま す。

すべての非ト ランク  インターフェ イス上で PortFast 機能を グローバルにイネーブルにするに
は、 spanning-tree portfast default グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。
PortFast は、 エン ド  ステーショ ンに接続するインターフェ イスに限って設定しま す。 そ うし な
いと 、 予期し ないト ポロジ ループが原因でデータのパケッ ト  ループが発生し、 ス イッ チおよ
びネッ ト ワークの動作が妨げら れるこ と があり ま す。 リ ンク が確立すると 、 PortFast 対応イン
ターフェ イスは標準の転送遅延時間の経過を待たずに、 ただちにスパニング ツリ ー フォ ワー
ディ ング ステート に移行しま す。

spanning-tree portfast default グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドの設定を上書き す
るには、 spanning-tree portfast インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま
す。 no spanning-tree portfast default グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用する
と 、 spanning-tree portfast インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して個別
に設定した場合を除き、 すべてのインターフェ イス上で PortFast をディ セーブルにできま す。

例 次の例では、 BPDU フィ ルタ リ ング機能を グローバルにイネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# spanning-tree portfast bpdufilter default

次の例では、 BPDU ガード機能を グローバルにイネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# spanning-tree portfast bpduguard default

次の例では、 すべての非ト ランク  インターフェ イス上で PortFast 機能を グローバルにイネーブ
ルにする方法を示しま す。

Switch(config)# spanning-tree portfast default

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。
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関連コマンド コマンド 説明

show running-config 現在の動作設定を表示しま す。

spanning-tree bpdufilter インターフェ イスが BPDU を送受信し ないよ うにしま す。

spanning-tree bpduguard BPDU を受信した インターフェ イスを、 errdisable ステート
にしま す。

spanning-tree portfast （イン
ターフェ イス  コ ンフィ ギュレー
ショ ン）

対応するすべての  VLAN 内の特定の インターフェ イスで、
PortFast 機能を イネーブルにしま す。
2-724
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リ フ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド

  spanning-tree portfast （インターフェ イス コ ンフィ ギュレーショ ン）
spanning-tree portfast （インターフェ イス コ ンフィ ギュ
レーショ ン）

対応するすべての  VLAN 内の特定のインターフェ イス上で PortFast 機能を イネーブルにするに
は、 spanning-tree portfast インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。
PortFast 機能がイネーブルの場合、 インターフェ イスはブロッ キング ステート からフォ ワー
ディ ング ステート に直接移行しま す。 その際に、 中間のスパニング ツリ ー ステート は変わり
ません。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

spanning-tree portfast [disable | trunk]

no spanning-tree portfast

構文の説明

デフォルト すべてのインターフェ イスで PortFast 機能はディ セーブルですが、 ダイナミ ッ ク  アク セス  ポー
ト では自動的にイネーブルになり ま す。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ の機能は、 エン ド  ステーショ ンに接続するインターフェ イスに限って使用しま す。 そ うしな
いと 、 予期しないト ポロジ ループが原因でデータのパケッ ト  ループが発生し、 ス イッ チおよび
ネッ ト ワークの動作が妨げられるこ と があり ま す。 

ト ランク  ポート で PortFast を イネーブルにするには、 spanning-tree portfast trunk インター
フェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用する必要があり ま す。 spanning-tree portfast 
コマン ドは、 ト ランク  ポート ではサポート さ れません。

ス イッ チが Per-VLAN Spanning-Tree Plus （PVST+） モー ド、 Rapid-PVST+ モード、 または 
Multiple Spanning-Tree （MST） モー ドで稼動して いる場合は、 その機能を イネーブルにできま
す。

こ の機能はインターフェ イス上のすべての  VLAN に影響しま す。

PortFast 機能がイネーブルに設定さ れて いるインターフェ イスは、 標準の転送遅延時間の経過
を待たずに、 ただちにスパニング ツリ ー フォ ワーディ ング ステート に移行しま す。

disable （任意） 指定さ れた インターフェ イスの  PortFast 機能をディ セーブルにしま
す。

trunk （任意） ト ランキング インターフェ イスの  PortFast 機能を イネーブルにしま
す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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spanning-tree portfast default グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用すると 、 す
べての非ト ランク  インターフェ イス上で PortFast 機能を グローバルにイネーブルにできま す。
ただし、 spanning-tree portfast インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用し
て、 グローバル設定を上書き できま す。

spanning-tree portfast default グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを設定する場合は、
spanning-tree portfast disable インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、
ト ランク  インターフェ イス以外のインターフェ イス上で PortFast 機能をディ セーブルにできま
す。

例 次の例では、 特定のポート 上で PortFast 機能を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/2
Switch(config-if)# spanning-tree portfast

設定を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show running-config 現在の動作設定を表示しま す。

spanning-tree bpdufilter インターフェ イスでのブリ ッ ジ プロト コ ル データ  ユニッ ト
（BPDU） の送受信を禁止しま す。

spanning-tree bpduguard BPDU を受信した インターフェ イスを、 errdisable ステート に
しま す。

spanning-tree portfast （グ
ローバル コ ンフィ ギュレー
ショ ン）

PortFast 対応インターフェ イス上で BPDU フィ ルタ リ ング機
能または BPDU ガード機能を グローバルにイネーブルにする
か、 またはすべての非ト ランク  インターフェ イスで PortFast 
機能を イネーブルにしま す。
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spanning-tree transmit hold-count
毎秒送信する Bridge Protocol Data Unit （BPDU; ブリ ッ ジ プロト コ ル データ  ユニッ ト ） の数を
設定するには、 spanning-tree transmit hold-count グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン
ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

spanning-tree transmit hold-count [value]

no spanning-tree transmit hold-count [value]

構文の説明

デフォルト デフォ ルト 値は 6 です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ス イッ チが Rapid-Per-VLAN Spanning-Tree Plus （Rapid-PVST+） モー ドの場合、 伝送ホールド  
カ ウント 値が増加すると 、 CPU の使用率に大き く 影響する可能性があり ま す。 こ の値を減ら す
と 、 コ ンバージェンスの速度が低下しま す。 デフォ ルト 設定を使用するこ と を推奨しま す。

例 次の例では、 伝送ホールド  カ ウント を  8 に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# spanning-tree transmit hold-count 8

設定を確認するには、 show spanning-tree mst 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

value （任意） 毎秒送信さ れる BPDU 数。 指定でき る範囲は 1 ～ 20 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)SED このコマン ドが追加さ れま した。

コマンド 説明

show spanning-tree mst 伝送ホールド  カ ウント を含む、 Multiple Spanning-Tree
（MST） の リ ージョ ン設定およびステータスを表示しま
す。
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spanning-tree uplinkfast 
リ ンク やス イッ チに障害が発生した場合、 またはスパニング ツリ ーが自動的に再設定さ れた場
合に、 新し いルート  ポート を短時間で選択でき るよ うにするには、 spanning-tree uplinkfast グ
ローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ の
コマン ドの no 形式を使用しま す。

spanning-tree uplinkfast [max-update-rate pkts-per-second]

no spanning-tree uplinkfast [max-update-rate] 

構文の説明

デフォルト UplinkFast はディ セーブルです。

更新速度は 150 パケッ ト / 秒です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 アク セス  ス イッ チ上だけで使用しま す。

UplinkFast 機能は、 Rapid PVST+ モードまたは Multiple Spanning-Tree （MST） モー ドで設定で
きま すが、 スパニング ツリ ー モードを  PVST+ に変更するまでこ の機能はディ セーブル （非ア
ク ティ ブ） のままです。

UplinkFast を イネーブルにすると 、 ス イッ チ全体に対して イネーブルになり ま す。 VLAN 単位
でイネーブルにするこ と はできません。

UplinkFast を イネーブルまたはディ セーブルにすると 、 すべての非スタッ ク  ポート の インター
フェ イス上で、 Cross-Stack UplinkFast （CSUF） も自動的にイネーブルまたはディ セーブルにな
り ま す。 CSUF は、 リ ンク やス イッ チに障害が発生した場合、 またはスパニング ツリ ーが自動
的に再設定さ れた場合に、 新し いルート  ポート を短時間で選択でき るよ うにしま す。

UplinkFast を イネーブルにすると 、 すべての  VLAN のス イッ チ プラ イオリ ティ は 49152 に設定
さ れま す。 UplinkFast を イネーブルにする場合、 または UplinkFast がすでにイネーブルに設定
さ れて いる場合に、 パス  コ スト を  3000 未満の値に変更すると 、 すべての インターフェ イス お
よび VLAN ト ランクのパス  コ スト が 3000 だけ増加しま す （パス  コ スト を  3000 以上の値に変
更した場合、 パス  コ スト は変更さ れません）。 ス イッ チ プラ イオリ ティ およびパス  コ スト を変
更すると 、 ス イッ チがルート  ス イッ チになる可能性が低下しま す。

デフォ ルト 値を変更して いない場合、 UplinkFast をディ セーブルにすると 、 すべての  VLAN の
ス イッ チ プラ イオリ ティ と すべてのインターフェ イスのパス  コ スト がデフォ ルト 値に設定さ
れま す。

max-update-rate pkts-per-second （任意） 更新パケッ ト 送信時の 1 秒あたり のパケッ ト 数
です。 指定でき る範囲は 0 ～ 32000 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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ルート  ポート に障害が発生して いるこ と がスパニング ツリ ーで検出さ れると 、 UplinkFast はス
イッ チをただちに代替ルート  ポート に変更して、 新し いルート  ポート を直接フォ ワーディ ン
グ ステート に移行させま す。 こ の間、 ト ポロジ変更通知が送信さ れま す。

UplinkFast 機能で使用するインターフェ イスでは、 ルート  ガードを イネーブルにし ないでく だ
さ い。 UplinkFast を使用すると 、 障害発生時に （ブロッ ク  ステート の） バッ ク アッ プ インター
フェ イスがルート  ポート になり ま す。 しかし、 同時にルート  ガードも イネーブルになって い
た場合は、 UplinkFast 機能で使用さ れるすべてのバッ ク アッ プ インターフェ イスが 
root-inconsistent （ブロッ ク ） ステート になり 、 フォ ワーディ ング ステート に移行でき なく なり
ま す。

max-update-rate を  0 に設定すると 、 ステーショ ンを学習するフレー ムが生成さ れず、 接続の切
断後、 スパニング ツリ ー ト ポロジのコ ンバージェンスに要する時間が長く なり ま す。

例 次の例では、 UplinkFast を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# spanning-tree uplinkfast 

設定を確認するには、 show spanning-tree summary 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show spanning-tree summary スパニング ツリ ー インターフェ イス  ステート のサマリ ー
を表示しま す。

spanning-tree vlan root primary このス イッ チを強制的にルート  ス イッ チに設定しま す。
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spanning-tree vlan
VLAN ベースでスパニングツリ ーを設定するには、 spanning-tree vlan グローバル コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式
を使用しま す。

spanning-tree vlan vlan-id [forward-time seconds | hello-time seconds | max-age seconds | 
    priority priority | root {primary | secondary} [diameter net-diameter
    [hello-time seconds]]]

no spanning-tree vlan vlan-id [forward-time | hello-time | max-age | priority | root] 

構文の説明

デフォルト すべての  VLAN でスパニング ツリ ーがイネーブルです。

転送遅延時間は 15 秒です。

hello タ イ ムは 2 秒です。

有効期限は 20 秒です。

vlan-id スパニング ツリ ー インスタ ンスに関連付けら れた  VLAN 範囲です。
VLAN ID 番号で識別さ れた  1 つの  VLAN、 それぞれを ハイフンで区
切った  VLAN 範囲、 またはカンマで区切った一連の  VLAN を指定で
きま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 4094 です。

forward-time seconds （任意） 指定したスパニング ツリ ー インスタ ンスの転送遅延時間を
設定しま す。 転送遅延時間には、 インターフェ イスが転送を開始す
るまでに、 リ スニング ステート およびラーニング ステート がそれぞ
れ継続する時間を指定しま す。 指定でき る範囲は 4 ～ 30 秒です。

hello-time seconds （任意） ルート  ス イッ チ コ ンフィ ギュレーショ ン メ ッ セージから送
信さ れる hello ブリ ッ ジ プロト コ ル データ  ユニッ ト （BPDU） の間
隔を設定しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 10 秒です。

max-age seconds （任意） スパニング ツリ ーがルート  ス イッ チからメ ッ セージを受信
する間隔を設定しま す。 ス イッ チがこの間隔の間にルート  ス イッ チ
から  BPDU メ ッ セージを受信し なかった場合は、 スパニング ツリ ー 
ト ポロジが再計算さ れま す。 指定でき る範囲は 6 ～ 40 秒です。

priority priority （任意） 指定したスパニング ツリ ー インスタ ンスのス イッ チ プラ イ
オリ ティ を設定しま す。 この設定は、 スタ ン ドアロ ン ス イッ チまた
はスタッ クのス イッ チがルート  ス イッ チと して選択さ れる可能性を
左右しま す。 小さ い値を設定すると 、 ス イッ チがルート  ス イッ チと
して選択さ れる可能性が高ま り ま す。

指定でき る範囲は 0 ～ 61440 で、 4096 ずつ増加しま す。 有効なプラ
イオリ ティ 値は 4096、 8192、 12288、 16384、 20480、 24576、 28672、
32768、 36864、 40960、 45056、 49152、 53248、 57344、 61440 です。
それ以外の値はすべて拒否さ れま す。

root primary （任意） このス イッ チを強制的にルート  ス イッ チに設定しま す。

root secondary （任意） プラ イマリ  ルート  ス イッ チに障害が発生した場合に、 この
ス イッ チを ルート  ス イッ チに設定しま す。

diameter net-diameter （任意） 任意の  2 つのエン ド  ステーショ ン間にス イッ チの 大数を設
定しま す。 指定でき る範囲は 2 ～ 7 です。
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プラ イマリ  ルート  ス イッ チのプラ イオリ ティ は 24576 です。

セカンダリ  ルート  ス イッ チのプラ イオリ ティ は 28672 です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン STP をディ セーブルにすると 、 VLAN はスパニング ツリ ー ト ポロジへの参加を停止しま す。管
理上のダウン状態のインターフェ イスは、 ダウン状態のままです。 受信した  BPDU は、 他のマ
ルチキャ スト  フレー ムと 同様に転送さ れま す。 STP がディ セーブルの場合、 VLAN はループの
検出や禁止を行いません。

現在アク ティ ブではない VLAN 上で STP をディ セーブルにし、 こ の変更を確認するには、
show running-config または show spanning-tree vlan vlan-id 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。
設定は、 VLAN がアク ティ ブである場合に有効と なり ま す。

STP をディ セーブルにするか、 再びイネーブルにすると 、 ディ セーブルまたはイネーブルにす
る VLAN 範囲を指定できま す。

VLAN をディ セーブルにしてから イネーブルにした場合、 その  VLAN に割り 当てら れて いたす
べての  VLAN は引き続き メ ンバと なり ま す。 ただし、 すべてのスパニング ツリ ー ブリ ッ ジ パ
ラメ ータは元の設定 （VLAN がディ セーブルになる直前の設定） に戻り ま す。

インターフェ イスが割り 当てら れて いない VLAN 上で、 スパニング ツリ ー オプショ ンを イ
ネーブルにできま す。 インターフェ イスを  VLAN に割り 当て ると 、 設定が有効になり ま す。

max-age seconds を設定すると 、 ス イッ チが指定さ れた間隔の間にルート  ス イッ チから  BPDU 
を受信し なかった場合は、 スパニング ツリ ー ト ポロジが再計算さ れま す。 max-age の設定値
は、 hello-time の設定値より も大き く なければなり ません。

spanning-tree vlan vlan-id root コマン ドは、 バッ ク ボーン ス イッ チだけで使用してく ださ い。

spanning-tree vlan vlan-id root コマン ドを入力すると 、 ソ フト ウェアは各 VLAN の現在の ルー
ト  ス イッ チのス イッ チ プラ イオリ ティ を確認しま す。 拡張システ ム ID がサポート さ れて いる
ため、 ス イッ チは指定さ れた  VLAN のス イッ チ プラ イオリ ティ を  24576 に設定しま す （この値
によってこ のス イッ チが指定さ れた  VLAN の ルート になる場合）。 指定さ れた  VLAN の ルート  
ス イッ チに 24576 に満たないス イッ チ プラ イオリ ティ が設定さ れて いる場合は、 ス イッ チはそ
の  VLAN について、 自身のプラ イオリ ティ を 小のス イッ チ プラ イオリ ティ より  4096 だけ小
さ い値に設定しま す （4096 は 4 ビッ ト  ス イッ チ プラ イオリ ティ の 下位ビッ ト の値です）。

spanning-tree vlan vlan-id root secondary コマン ドを入力すると 、 拡張システ ム ID がサポート
さ れて いるため、 ソ フト ウェアはス イッ チ プラ イオリ ティ をデフォ ルト 値 （32768） から  
28672 に変更しま す。 ルート  ス イッ チに障害が発生した場合は、 こ のス イッ チが次の ルート  ス
イッ チになり ま す （ネッ ト ワーク内の他のス イッ チがデフォ ルト のス イッ チ プラ イオリ ティ で
ある 32768 を使用して いるため、 ルート  ス イッ チになる可能性が低い場合）。

例 次の例では、 VLAN 5 上で STP をディ セーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# no spanning-tree vlan 5

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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設定を確認するには、 show spanning-tree 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。 こ の インスタ ン
スのリ スト に、 VLAN 5 は表示さ れません。

次の例では、VLAN 20 と  VLAN 25 のスパニング ツリ ーについて、転送遅延時間を  18 秒に設定
する方法を示しま す。

Switch(config)# spanning-tree vlan 20,25 forward-time 18

次の例では、 VLAN 20 ～ 24 のスパニング ツリ ーについて、 hello 遅延時間を  3 秒に設定する方
法を示しま す。

Switch(config)# spanning-tree vlan 20-24 hello-time 3

次の例では、 VLAN 20 のスパニング ツリ ーについて、 有効期限を  30 秒に設定する方法を示し
ま す。

Switch(config)# spanning-tree vlan 20 max-age 30

次の例では、 スパニング ツリ ー インスタ ンス  100 および 105 ～ 108 の  max-age パラメ ータを
デフォ ルト 値に戻す方法を示しま す。

Switch(config)# no spanning-tree vlan 100, 105-108 max-age

次の例では、 VLAN 20 のスパニング ツリ ーについて、 プラ イオリ ティ を  8192 に設定する方法
を示しま す。

Switch(config)# spanning-tree vlan 20 priority 8192

次の例では、 ス イッ チを  VLAN 10 の ルート  ス イッ チと して設定し、 ネッ ト ワーク直径を  4 に
設定する方法を示しま す。

Switch(config)# spanning-tree vlan 10 root primary diameter 4

次の例では、 ス イッ チを  VLAN 10 のセカンダリ  ルート  ス イッ チと して設定し、 ネッ ト ワーク
直径を  4 に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# spanning-tree vlan 10 root secondary diameter 4 

設定を確認するには、 show spanning-tree vlan vlan-id 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show spanning-tree vlan スパニング ツリ ー情報を表示しま す。

spanning-tree cost スパニング ツリ ーの計算に使用するパス  コ スト を設定しま す。

spanning-tree guard 選択さ れた インターフェ イスに対応するすべての  VLAN に対
して、 ルート  ガード機能またはループ ガード機能を イネーブ
ルにしま す。

spanning-tree port-priority インターフェ イス  プラ イオリ ティ を設定しま す。

spanning-tree portfast （グ
ローバル コ ンフィ ギュレー
ショ ン）

PortFast 対応インターフェ イス上で BPDU フィ ルタ リ ング機能
または BPDU ガード機能を グローバルにイネーブルにするか、
またはすべての非ト ランク  インターフェ イスで PortFast 機能
を イネーブルにしま す。

spanning-tree portfast （イン
ターフェ イス  コ ンフィ ギュ
レーショ ン）

対応するすべての  VLAN 内の特定の インターフェ イスで、
PortFast 機能を イネーブルにしま す。

spanning-tree uplinkfast UplinkFast 機能を イネーブルにし、 新し いルート  ポート を短
時間で選択でき るよ うにしま す。
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speed
10/100 Mb/s ポート または 10/100/1000 Mb/s ポート の速度を指定するには、 speed インターフェ
イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 ポート をデフォ ルト 値に戻すには、 こ
のコマン ドの  no 形式または default 形式を使用しま す。

speed {10 | 100 | 1000 | auto [10 | 100 | 1000] | nonegotiate}

no speed

構文の説明

デフォルト デフォ ルト は auto です。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 自動ネゴシエーショ ンをサポート して いないデバイスに SFP モジュール ポート が接続さ れて い
る場合は、 ネゴシエート し ないよ うに （nonegotiate） 速度を設定できま す。

速度が auto に設定さ れて いる場合、 ス イッ チはも う一方のリ ンクの終端にあるデバイスと 速度
設定についてネゴシエート し、 速度を ネゴシエート さ れた値に強制的に設定しま す。 デュプ
レッ ク ス設定はリ ンクの両端での設定が引き継がれま すが、 こ れにより 、 デュプレッ ク ス設定
に矛盾が生じ るこ と があり ま す。

ラ インの両端が自動ネゴシエーショ ンをサポート して いる場合、 デフォ ルト の自動ネゴシエー
ショ ン設定を使用するこ と を強く 推奨しま す。 一方のインターフェ イスは自動ネゴシエーショ
ンをサポート し、 も う一方の終端はサポート して いない場合、 サポート して いる側には auto 設
定を使用し、 サポート して いない終端にはデュプレッ ク ス および速度を設定しま す。

注意 インターフェ イス速度と デュプレッ ク ス  モードの設定を変更すると 、 再設定中にインターフェ
イスがシャッ ト ダウンし、 再びイネーブルになる場合があり ま す。

10 ポート は 10 Mb/s で稼動しま す。

100 ポート は 100 Mb/s で稼動しま す。

1000 ポート は 1000 Mb/s で稼動しま す。 こ のオプショ ンは、 10/100/1000 Mb/s 
ポート でだけ有効になって表示さ れま す。

auto ポート が自動的に、 も う一方のリ ンクの終端ポート を基準にして速度を検出
しま す。 10、 100、 または 1000 キーワードと  auto キーワードを一緒に使用
する場合、 ポート は指定した速度で自動ネゴシエーショ ンだけを行いま す。

nonegotiate 自動ネゴシエーショ ンはディ セーブルになっており 、 ポート は 1000 Mb/s で
稼動しま す （1000BASE-T SFP は nonegotiate キーワードをサポート していま
せん）。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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ス イッ チの速度およびデュプレッ ク スのパラメ ータの設定に関する注意事項は、 こ のリ リ ース
に対応するソ フト ウェア コ ンフィ ギュレーショ ン ガイ ドの 「Configuring Interface 
Characteristics」 の章を参照してく ださ い。

例 次の例では、 ポート の速度を  100 Mb/s に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# speed 100

次の例では、 10 Mb/s だけで自動ネゴシエート するよ うにポート を設定する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# speed auto 10

次の例では、 10 Mb/s または 100 Mb/s だけで自動ネゴシエート するよ うにポート を設定する方
法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# speed auto 10 100 

設定を確認するには、 show interfaces 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

duplex デュプレッ ク ス  モードの動作を指定しま す。

show interfaces すべての インターフェ イスまたは特定の インターフェ イスに対する統
計情報を表示しま す。
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srr-queue bandwidth limit
ポート の 大出力を制限するには、 srr-queue bandwidth limit インターフェ イス  コ ンフィ ギュ
レーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使
用しま す。

srr-queue bandwidth limit weight1 

no srr-queue bandwidth limit

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト ポート はレート 制限さ れておらず、 100% に設定さ れま す。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドを  80% に設定した場合、 ポート は 20% の時間はアイ ド ル状態になり ま す。 ラ イ
ン レート は接続速度の 80% に下がり ま す。 ただし、 ハード ウェアはラ イン レート を  6% 単位
で調整して いるため、 こ の値は厳密ではあり ません。

（注） 出力キューのデフォ ルト 設定は、 ほと んどの状況に適して いま す。 出力キューについて十分理
解した う えで、 こ れらの設定がユーザの  Quality of Service （QoS） ソ リ ューショ ンを満たさ な
いと 判断した場合に限り 、 設定を変更するこ と ができま す。

例 次の例では、 ポート を  800 Mb/s に制限する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth limit 80

設定を確認するには、 show mls qos interface [interface-id] queueing 特権 EXEC コマン ドを入力
しま す。

weight1 制限さ れるポート 速度のパーセンテージ。 指定でき る範囲は 10 ～ 90 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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関連コマンド コマンド 説明

mls qos queue-set output buffers バッ フ ァをキューセッ ト に割り 当てま す。

mls qos srr-queue output cos-map サービス  ク ラス （CoS） 値を出力キュー、 またはキュー
と しき い値 ID にマッ ピングしま す。

mls qos srr-queue output dscp-map Differentiated Service Code Point （DSCP; DiffServ コー ド  
ポイント ） 値を出力キュー、 またはキューと しき い値 ID 
にマッ ピングしま す。

mls qos queue-set output threshold Weighted Tail-Drop （WTD） しき い値を設定し、 バッ
フ ァのアベイラ ビリ ティ を保証して、 キューセッ ト に対
する 大メ モリ 割り 当てを設定しま す。

queue-set ポート をキューセッ ト にマッ ピングしま す。

show mls qos interface queueing QoS 情報を表示しま す。

srr-queue bandwidth shape シェーピングさ れた重みを割り 当て、 ポート にマッ ピン
グさ れた  4 つの出力キュー上で帯域幅シェーピングを イ
ネーブルにしま す。

srr-queue bandwidth share 共有する重みを割り 当て、 ポート にマッ ピングさ れた  4 
つの出力キュー上で帯域幅の共有を イネーブルにしま
す。
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srr-queue bandwidth shape
シェーピングさ れた重みを割り 当て、 ポート にマッ ピングさ れた  4 つの出力キュー上で帯域幅
シェーピングを イネーブルにするには、 srr-queue bandwidth shape インターフェ イス  コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式
を使用しま す。

srr-queue bandwidth shape weight1 weight2 weight3 weight4

no srr-queue bandwidth shape 

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト weight1 は 25 に設定さ れて いま す。 weight2、 weight3、 および weight4 は 0 に設定さ れて いま
す。 また、 こ のキューは共有モードです。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン シェーピング モードでは、 キューには帯域幅が割合で保証さ れ、 こ の総量までにレート 制限さ
れま す。 リ ンク がアイ ド ルの場合でも 、 シェーピングさ れたト ラフィ ッ ク は割り 当てら れた帯
域幅を超えて使用できません。 バースト 性のあるト ラフィ ッ クをス ムーズにする、 または長期
にわたって出力をス ムーズにする場合に、 シェーピングを使用しま す。

シェーピング モードは、 共有モードを無効にしま す。

srr-queue bandwidth shape インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して
シェーピングさ れたキューの重みを  0 に設定すると 、 こ のキューは共有モードで参加しま す。
srr-queue bandwidth shape コマン ドで指定さ れた重みは無視さ れ、 srr-queue bandwidth share 
インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドで設定さ れたキューの重みが有効になり
ま す。

同じポート のキューをシェーピングと 共有の両方に設定する場合、 小のキューをシェーピン
グに設定しま す。

weight1 weight2 
weight3 weight4

シェーピングさ れるポート のパーセンテージを判別する重みを指定しま
す。 インバース比 （1/weight） は、 こ のキューのシェーピング帯域幅を
指定しま す。 各値はスペースで区切り ま す。 有効な範囲は 0 ～ 65535 で
す 

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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（注） 出力キューのデフォ ルト 設定は、 ほと んどの状況に適して いま す。 出力キューについて十分理
解した う えで、 こ の設定がユーザの  QoS ソ リ ューショ ンを満たさ ないと 判断した場合に限り 、
設定を変更してく ださ い。

例 次の例では、 同じポート のキューをシェーピングと 共有の両方に設定する方法を示しま す。
キュー 2、 3、 4 の重み比が 0 に設定さ れて いるので、 こ れらのキューは共有モードで動作しま
す。 キュー 1 の帯域幅の重みは 1/8 で、 こ れは 12.5% です。 キュー 1 はこ の帯域幅が保証さ れ、
またこ の帯域幅までに制限さ れて いま す。 他のキューにト ラフィ ッ ク がなく アイ ド ル状態で
あっても 、 他のキューにスロッ ト を拡張しません。 キュー 2、 3、 4 は共有モードで、 キュー 1 
の設定は無視さ れま す。 共有モードのキューに割り 当てら れた帯域幅比は、 4/ （4+4+4） で、
こ れは 33% です。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth shape 8 0 0 0
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth share 4 4 4 4

設定を確認するには、 show mls qos interface [interface-id] queueing 特権 EXEC コマン ドを入力
しま す。

関連コマンド コマンド 説明

mls qos queue-set output buffers バッ フ ァをキューセッ ト に割り 当てま す。

mls qos srr-queue output cos-map Class of Service （CoS） 値を出力キュー、 またはキューと
しき い値 ID にマッ ピングしま す。

mls qos srr-queue output dscp-map Differentiated Service Code Point （DSCP; DiffServ コー ド  
ポイント ） 値を出力キュー、 またはキューと しき い値 ID 
にマッ ピングしま す。

mls qos queue-set output threshold Weighted Tail-Drop （WTD） しき い値を設定し、 バッ
フ ァのアベイラ ビリ ティ を保証し、 キューセッ ト に対す
る 大メ モリ 割り 当てを設定しま す。

priority-queue ポート 上で出力緊急キューを イネーブルにしま す。

queue-set ポート をキューセッ ト にマッ ピングしま す。

show mls qos interface queueing Quality of Service （QoS） 情報を表示しま す。

srr-queue bandwidth share 共有する重みを割り 当て、 ポート にマッ ピングさ れた  4 
つの出力キュー上で帯域幅の共有を イネーブルにしま
す。
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srr-queue bandwidth share
共有する重みを割り 当てて、 ポート にマッ ピングさ れた  4 つの出力キューの帯域幅の共有を イ
ネーブルにするには、srr-queue bandwidth share インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コ
マン ドを使用しま す。 重み比は、 Shaped Round Robin （SRR; シェ イプ ド  ラ ウン ド  ロ ビン） ス
ケジューラが各キューからパケッ ト を取り 出す頻度の比率です。 デフォ ルト 設定に戻すには、
こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

srr-queue bandwidth share weight1 weight2 weight3 weight4

no srr-queue bandwidth share 

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト weight1、 weight2、 weight3 および weight4 は 25 に設定さ れて いま す （各キューに帯域幅の  1/4 
を割り 当て）。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 各重みの絶対値は意味がないので、 パラメ ータ比だけを使用しま す。

共有モードでは、 設定さ れた重みにより キュー間で帯域幅が共有さ れま す。 こ のレベルでは帯
域幅は保証さ れて いま すが、 こ のレベルに限定さ れて いません。 たと えば、 キューが空でリ ン
ク共有を必要と し ない場合、 残り のキューは未使用の帯域幅まで拡大し、 キュー間でこ の帯域
幅を共有できま す。

srr-queue bandwidth shape インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して
シェーピングさ れたキューの重みを  0 に設定すると 、 このキューは SRR 共有モードで参加しま
す。 srr-queue bandwidth shape コマン ドで指定さ れた重みは無視さ れ、 srr-queue bandwidth 
share インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドで指定さ れたキューの重みが有効に
なり ま す。

同じポート のキューをシェーピングと 共有の両方に設定する場合、 小のキューをシェーピン
グに設定しま す。

weight1 weight2 
weight3 weight4

weight1、 weight2、 weight3、 および weight4 は、 SRR スケジューラがパ
ケッ ト を取り 出す頻度の比率を指定しま す。 各値はスペースで区切り ま
す。 指定でき る範囲は 1 ～ 255 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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（注） 出力キューのデフォ ルト 設定は、 ほと んどの状況に適して いま す。 出力キューについて十分理
解した う えで、 こ の設定がユーザの  QoS ソ リ ューショ ンを満たさ ないと 判断した場合に限り 、
設定を変更してく ださ い。

例 次の例では、 出力ポート で稼動する SRR スケジューラの重み比を設定する方法を示しま す。
キュー 4 つを使用しま す。 共有モードの各キューに割り 当てら れた帯域幅の比率は、 1/
（1+2+3+4）、 2/ （1+2+3+4）、 3/ （1+2+3+4）、 4/ （1+2+3+4） で、 こ れは、 キュー 1、 2、 3、 4 そ
れぞれに対して  10%、 20%、 30%、 40% です。 キュー 4 はキュー 1 の帯域幅の  4 倍、 キュー 2 
の帯域幅の  2 倍、 キュー 3 の帯域幅の  1 と  1/3 倍であるこ と を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# srr-queue bandwidth share 1 2 3 4

設定を確認するには、 show mls qos interface [interface-id] queueing 特権 EXEC コマン ドを入力
しま す。

関連コマンド コマンド 説明

mls qos queue-set output buffers バッ フ ァをキューセッ ト に割り 当てま す。

mls qos srr-queue output cos-map Class of Service （CoS） 値を出力キュー、 またはキューと
しき い値 ID にマッ ピングしま す。

mls qos srr-queue output dscp-map Differentiated Service Code Point （DSCP; DiffServ コー ド  
ポイント ） 値を出力キュー、 またはキューと しき い値 ID 
にマッ ピングしま す。

mls qos queue-set output threshold Weighted Tail-Drop （WTD） しき い値を設定し、 バッ
フ ァのアベイラ ビリ ティ を保証し、 キューセッ ト に対す
る 大メ モリ 割り 当てを設定しま す。

priority-queue ポート 上で出力緊急キューを イネーブルにしま す。

queue-set ポート をキューセッ ト にマッ ピングしま す。

show mls qos interface queueing Quality of Service （QoS） 情報を表示しま す。

srr-queue bandwidth shape シェーピングさ れた重みを割り 当て、 ポート にマッ ピン
グさ れた  4 つの出力キュー上で帯域幅シェーピングを イ
ネーブルにしま す。
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stack-mac persistent timer
固定 MAC アドレス機能を イネーブルにするには、 ス イッ チ スタッ ク上で stack-mac persistent 
timer グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 こ の機能を イネーブルにす
ると 、 スタッ ク  マスターが変更さ れた場合、 スタッ クの  MAC アドレスは約 4 分間、 無期限、
または設定さ れた値の間、 変更さ れません。 こ の間に以前のスタッ ク  マスターがスタッ ク に再
加入すると 、 現在はスタッ ク  メ ンバであっても 、 スタッ ク はこ のス イッ チの  MAC アドレスを
スタッ クの  MAC アドレスと して引き続き使用しま す。 固定 MAC アドレス機能をディ セーブ
ルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

stack-mac persistent timer [0 | time-value]

no stack-mac persistent timer

（注） こ のコマン ドは、LAN base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チのみでサポート さ
れて いま す。

構文の説明

コマンド  デフォルト 固定 MAC アドレスはディ セーブルに設定さ れて いま す。 スタッ クの  MAC アドレスは常に、
スタッ ク  マスターの  MAC アドレスです。

こ のコマン ドに値を入力し ない場合、MAC アドレスが変更さ れるまでのデフォ ルト の時間は 4 
分です。 こ のコマン ドには、 明示的な値を設定するこ と を推奨しま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ス イッ チ スタッ クの  MAC アドレスは、スタッ ク  マスターの  MAC アドレスにより 決定しま す。
デフォ ルト  ステート （固定 MAC アドレスがディ セーブル） で、 新し いス イッ チがスタッ ク  マ
スターになると 、 スタッ クの  MAC アドレスは新し いスタッ ク  マスターの  MAC アドレスに変
更さ れま す。

固定 MAC アドレスがイネーブルの場合、 スタッ クの  MAC アドレスは一定の時間変更さ れま
せん。 こ の間に以前のスタッ ク  マスターがスタッ ク  メ ンバと してスタッ ク に再加入した場合、
スタッ ク ではこ のス イッ チがスタッ ク内に存在する限り 、 以前のスタッ ク  マスターの  MAC ア

0 （任意） 新し いスタッ ク  マスターが引き継いだ後も 、 現在のスタッ ク  マ
スターの  MAC アドレスを引き続き使用する場合に入力しま す。

time-value （任意） スタッ ク  MAC アドレスが新し いスタッ ク  マスターの  MAC アド
レスに変わるまでの時間を分単位で設定しま す。 指定でき る範囲は 1 ～
60 分です。 値を入力し ない場合、 デフォ ルト 値は 4 分です。 このコマ
ン ドには明示的な値を設定するこ と を推奨しま す。

リ リース 変更内容

12.2(53)SE1 このコマン ドが、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S 
ス イッ チにだけ追加さ れま した。
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ドレスを保持しま す。 以前のスタッ ク  マスターが指定さ れた時間内にスタッ ク に再加入し ない
場合、 ス イッ チ スタッ ク は新し いスタッ ク  マスターの  MAC アドレスをスタッ クの  MAC アド
レスと しま す。

こ の時間を  0 ～ 60 分に設定できま す。

• こ のコマン ドに値を入力し ない場合、 デフォ ルト の遅延は 4 分です。

• 0 を入力すると 、 no stack-mac persistent timer コマン ドを入力するまで、 スタッ ク は現在
のスタッ ク  MAC アドレスを引き続き使用しま す。

• 遅延時間に 1 ～ 60 分を入力すると 、 設定さ れた時間が過ぎるまで、 または no stack-mac 
persistent timer コマン ドを入力するまで、 以前のスタッ ク  マスターのスタッ ク  MAC アド
レスが使用さ れま す。

（注） キーワードの指定にかかわらず、 stack-mac persistent timer コマン ドを入力した場合、 以前の
マスター MAC アドレスがネッ ト ワーク  ドメ インのいずれかに表示さ れると ト ラフィ ッ ク が失
われる可能性があると いう警告メ ッ セージが表示さ れま す。 こ の機能は慎重に使用してく ださ
い。

ス イッ チオーバーの後、時間切れになる前に no stack-mac persistent timer コマン ドを入力した
場合、 ス イッ チ スタッ ク は現在のスタッ ク  マスター MAC アドレスに移行しま す。

スタッ ク全体がリ ロー ドする場合、 こ のスタッ ク が復元すると 、 スタッ ク  マスターの  MAC ア
ドレスがスタッ クの  MAC アドレスと なり ま す。

例 次の例では、 設定ごと に警告メ ッ セージを表示する固定 MAC アドレス機能を設定する方法を
示しま す。 また、 設定を確認する方法も示しま す。

Switch(config)# stack-mac persistent timer
WARNING: Use of an explicit timer value with the command is recommended
WARNING: Default value of 4 minutes is being used.
WARNING: The stack continues to use the base MAC of the old Master
WARNING: as the stack MAC after a master switchover until the MAC
WARNING: persistency timer expires.During this time the Network
WARNING: Administrators must make sure that the old stack-mac does
WARNING: not appear elsewhere in this network domain.If it does,
WARNING: user traffic may be blackholed.

Switch(config)# stack-mac persistent timer 0
WARNING: Stack MAC persistency timer value of 0 means that, after a
WARNING: master switchover, the current stack-mac will continue
WARNING: to be used indefinitely.
WARNING: The Network Administrators must make sure that the old 
WARNING: stack-mac does not appear elsewhere in this network 
WARNING: domain.If it does, user traffic may be blackholed.

Switch(config)# stack-mac persistent timer 7
WARNING: The stack continues to use the base MAC of the old Master
WARNING: as the stack MAC after a master switchover until the MAC
WARNING: persistency timer expires.During this time the Network
WARNING: Administrators must make sure that the old stack-mac does
WARNING: not appear elsewhere in this network domain.If it does,
WARNING: user traffic may be blackholed.

Switch(config)# end
Switch# show switch
Switch/Stack Mac Address : 0016.4727.a900
Mac persistency wait time: 7 mins
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                                           H/W   Current
Switch#  Role   Mac Address     Priority Version  State 
----------------------------------------------------------
*1       Master 0016.4727.a900     1      0       Ready 

設定を確認するには、 次の  2 つの特権 EXEC コマン ドの うちいずれかを入力しま す。

• show running-config ： イネーブルの場合、 出力に stack-mac persistent timer と 時間が分
単位で表示さ れま す。

• show switch ： イネーブルの場合、 出力に Mac persistency wait time と 時間 （分） が表示さ
れま す。

関連コマンド コマンド 説明

show running-config 固定 MAC アドレスが設定さ れて いる場合、 スタッ クの  MAC 
persistency wait time を含む現在の動作設定を表示しま す。

show switch 固定 MAC アドレスがイネーブルである場合、 スタッ クの  MAC 
persistency wait time を含むス イッ チ スタッ ク に関連した情報を表示し
ま す。
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storm-control
インターフェ イス上でブロードキャ スト 、 マ ルチキャ スト 、 またはユニキャ スト  スト ー ム制御
を イネーブルにし、 しき い値のレベルを設定するには、 storm-control インターフェ イス  コ ン
フィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 
形式を使用しま す。

storm-control {{broadcast | multicast | unicast} level {level [level-low] | bps bps [bps-low] | pps 
pps [pps-low]}} | {action {shutdown | trap}}

no storm-control {{broadcast | multicast | unicast} level} | {action {shutdown | trap}}

構文の説明 broadcast インターフェ イス上でブロードキャ スト  スト ー ム制御を イネーブルにしま
す。

multicast インターフェ イス上でマ ルチキャ スト  スト ー ム制御を イネーブルにしま す。

unicast インターフェ イス上でユニキャ スト  スト ー ム制御を イネーブルにしま す。

level level 
[level-low]

上限および下限抑制レベルをポート の全帯域幅の割合で指定しま す。

• level ：上限抑制レベル （小数点以下第 2 位まで）。指定でき る範囲は 0.00 
～ 100.00 です。 指定した  level の値に達した場合、 スト ー ム パケッ ト の
フ ラッ ディ ングをブロッ ク しま す。

• level-low ： （任意） 下限抑制レベル （小数点以下第 2 位まで）。 指定でき
る範囲は 0.00 ～ 100.00 です。 この値は上限抑制値より 小さ いか、 または
等し く なければなり ません。 下限抑制レベルを設定し ない場合、 上限抑
制レベルの値に設定さ れま す。

level bps bps 
[bps-low]

上限および下限抑制レベルを、 ポート で受信するト ラフィ ッ クの速度 （ビッ
ト / 秒） で指定しま す。

• bps ： 上限抑制レベル （小数点以下第 1 位まで）。 指定でき る範囲は 0.0 
～ 10000000000.0 です。 指定した  bps の値に達した場合、 スト ー ム パ
ケッ ト のフ ラッ ディ ングをブロッ ク しま す。

• bps-low ： （任意） 下限抑制レベル （小数点以下第 1 位まで）。 指定でき る
範囲は 0.0 ～ 10000000000.0 です。 こ の値は上限抑制値に等し いか、 また
は小さ く なければなり ません。

大き い数値のしき い値には、 k、 m、 g などのメ ト リ ッ ク  サフィ ク スを使用で
きま す。

level pps pps 
[pps-low]

上限および下限抑制レベルを、 ポート で受信するト ラフィ ッ クの速度 （パ
ケッ ト / 秒） で指定しま す。

• pps ： 上限抑制レベル （小数点以下第 1 位まで）。 指定でき る範囲は 0.0 
～ 10000000000.0 です。 指定した  pps の値に達した場合、 スト ー ム パ
ケッ ト のフ ラッ ディ ングをブロッ ク しま す。

• pps-low ： （任意） 下限抑制レベル （小数点以下第 1 位まで）。 指定でき る
範囲は 0.0 ～ 10000000000.0 です。 こ の値は上限抑制値に等し いか、 また
は小さ く なければなり ません。

大き い数値のしき い値には、 k、 m、 g などのメ ト リ ッ ク  サフィ ク スを使用で
きま す。
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デフォルト ブロードキャ スト 、 マ ルチキャ スト 、 およびユニキャ スト  スト ー ム制御はディ セーブルです。

デフォ ルト  アクショ ンは、 ト ラフィ ッ クをフィ ルタ リ ングし、 SNMP ト ラッ プを送信しませ
ん。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン スト ー ム制御抑制レベルは、 ポート の全帯域幅の割合、 またはト ラフィ ッ クを受信する速度
（1 秒あたり のパケッ ト 数、 または 1 秒あたり の ビッ ト 数） で入力できま す。

全帯域幅の割合で指定した場合、 100% の抑制値は、 指定したト ラフィ ッ ク  タ イプに制限が設
定さ れて いないこ と を意味しま す。 level 0 0 の値は、 ポート 上のすべてのブロードキャ スト 、
マ ルチキャ スト 、 ユニキャ スト  ト ラフィ ッ クをブロッ ク しま す。 スト ー ム制御は、 上限抑制レ
ベルが 100% 未満の場合にだけイネーブルになり ま す。 他のスト ー ム制御設定が指定さ れて い
ない場合、 デフォ ルト  アクショ ンは、 スト ー ムの原因と なって いるト ラフィ ッ クをフィ ルタ リ
ングし、 SNMP ト ラッ プを送信しません。

（注） マ ルチキャ スト  ト ラフィ ッ クのスト ー ム制御しき い値に達した場合、 ブリ ッ ジ プロト コ ル 
データ  ユニッ ト （BPDU） および Cisco Discovery Protocol （CDP） フレー ムなどの制御ト ラ
フィ ッ ク以外のマ ルチキャ スト  ト ラフィ ッ ク はすべてブロッ ク さ れま す。

trap および shutdown オプショ ンは、 互いに独立して いま す。

パケッ ト  スト ー ムが検出さ れたと き にシャッ ト ダウンを行 う （スト ー ムの間、 ポート が 
errdisable になる） よ うにアクショ ンを設定する場合、 インターフェ イスをこ のステート から解
除するには no shutdown インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用する必要が
あり ま す。 shutdown アクショ ンを指定し ない場合、 アクショ ンを  trap （スト ー ム検出時にス
イッ チがト ラッ プを生成する） に指定してく ださ い。

スト ー ムが発生し、 実行さ れるアクショ ンがト ラフィ ッ クのフィ ルタ リ ングである場合、 下限
抑制レベルが指定さ れて いないと 、 ト ラフィ ッ ク  レート が上限抑制レベルより 低く なるまでス
イッ チはすべてのト ラフィ ッ クをブロッ ク しま す。 下限抑制レベルが指定さ れて いる場合、 ト
ラフィ ッ ク  レート がこ のレベルより 低く なるまでス イッ チはト ラフィ ッ クをブロッ ク しま す。

action 
{shutdown | 
trap}

ポート でスト ー ムが発生した場合に実行さ れるアクショ ン。 デフォ ルト  アク
ショ ンは、 ト ラフィ ッ クをフィ ルタ リ ングし、 Simple Network Management 
Protocol （SNMP; 簡易ネッ ト ワーク管理プロト コ ル） ト ラッ プを送信しませ
ん。

キーワードの意味は次のと おり です。

• shutdown ： スト ー ムの間、 ポート をディ セーブルにしま す。

• trap ： スト ー ム発生時に、 SNMP ト ラッ プを送信しま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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（注） スト ー ム制御は、 物理インターフェ イスでサポート さ れて いま す。 また、 EtherChannel でも ス
ト ー ム制御を設定できま す。 スト ー ム制御を  EtherChannel で設定する場合、 スト ー ム制御設定
は EtherChannel 物理インターフェ イスに伝播しま す。

ブロードキャ スト  スト ー ムが発生し、 実行さ れるアクショ ンがト ラフィ ッ クのフィ ルタである
場合、 ス イッ チはブロードキャ スト  ト ラフィ ッ ク だけをブロッ ク しま す。

詳細については、 こ のリ リ ースに対応するソ フト ウェア コ ンフィ ギュレーショ ン ガイ ドを参
照してく ださ い。

例 次の例では、 75.5% の上限抑制レベルでブロードキャ スト  スト ー ム制御を イネーブルにする方
法を示しま す。

Switch(config-if)# storm-control broadcast level 75.5

次の例では、 87% の上限抑制レベルと  65% の下限抑制レベルのポート でユニキャ スト  スト ー
ム制御を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config-if)# storm-control unicast level 87 65

次の例では、 2000 パケッ ト / 秒の上限抑制レベルと  1000 パケッ ト / 秒の下限抑制レベルのポー
ト でマ ルチキャ スト  スト ー ム制御を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config-if)# storm-control multicast level pps 2k 1k

次の例では、 ポート で shutdown アクショ ンを イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config-if)# storm-control action shutdown

設定を確認するには、 show storm-control 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show storm-control すべてのインターフェ イス上、 または指定のインターフェ イス上
で、 ブロードキャ スト 、 マ ルチキャ スト またはユニキャ スト  スト ー
ム制御の設定を表示しま す。
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switch
メ ンバの指定さ れたスタッ ク  ポート をディ セーブルにする、 またはイネーブルにするには、 ス
タッ ク  メ ンバで switch 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

switch stack-member-number stack port port-number {disable | enable}

（注） こ のコマン ドは、LAN base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チのみでサポート さ
れて いま す。

構文の説明

デフォルト スタッ ク  ポート はイネーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン

（注） switch stack-member-number stack port port-number disable コマン ドの使用には注意が必要です。
スタッ ク  ポート をディ セーブルにすると 、 スタッ ク は帯域幅の半分または全帯域幅で動作しま
す。

すべてのメ ンバがスタッ ク  ポート を通じて接続さ れて いる場合は、 スタッ ク は full-ring ステー
ト で、 かつ ready ステート です。

スタッ ク が partial-ring ステート になるのは次のよ うな場合です。

• すべてのメ ンバがスタッ ク  ポート を通じて接続さ れるが、 一部は ready ステート ではない。

• 一部のメ ンバが、 スタッ ク  ポート を通じて接続さ れない。

switch stack-member-number stack port port-number disable 特権 EXEC コマン ドを入力した場合、 

• スタッ ク が full-ring ステート のと きは、 1 つだけスタッ ク  ポート をディ セーブルにできま
す。 次のメ ッ セージが表示さ れま す。

stack-member-number 現在のスタッ ク  メ ンバ番号を指定しま す。指定でき る範囲は 1 ～ 
9 です。

stack port port-number メ ンバ上のスタッ ク  ポート を指定しま す。指定でき る範囲は 1 ～ 
2 です。

disable 指定さ れたポート をディ セーブルにしま す。

enable 指定さ れたポート を イネーブルにしま す。

リ リース 変更箇所

12.2(53)SE1 このコマン ドが、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S 
ス イッ チにだけ追加さ れま した。
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Enabling/disabling a stack port may cause undesired stack changes.Continue?[confirm] 

• スタッ ク が partial-ring ステート のと きは、 ポート をディ セーブルにできません。 次のメ ッ
セージが表示さ れま す。

Disabling stack port not allowed with current stack configuration.

例 次の例では、 member 4 上の  stack port 2 をディ セーブルにする方法を示しま す。

Switch# switch 4 stack port 2 disable

関連コマンド コマンド 説明

show switch ス イッ チ スタッ ク およびスタッ ク  メ ンバの情報を表示しま す。
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switch priority
スタッ ク  メ ンバのプラ イオリ ティ 値を変更するには、スタッ ク  マスター上から  switch priority 
グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。

switch stack-member-number priority new-priority-value 

構文の説明

デフォルト デフォ ルト のプラ イオリ ティ 値は 1 です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 新し いプラ イオリ ティ 値はスタッ ク マスターの再選出にと って重要な要素になり ま す。 そのた
め、 プラ イオリ ティ 値の変更がただちにスタッ ク  マスターを変更するわけではあり ません。

例 次の例では、 スタッ ク  メ ンバ 2 のプラ イオリ ティ 値を  9 に変更する方法を示しま す。

Switch(config)# switch 2 priority 9
Changing the Switch Priority of Switch Number 6 to 9
Do you want to continue?[confirm]

関連コマンド

stack-member-number 現在のスタッ ク  メ ンバ番号を指定しま す。指定でき る範囲は 1 ～ 
4 です。

priority new-priority-value 新し いスタッ ク  メ ンバのプラ イオリ ティ 値を指定しま す。 指定
でき る範囲は 1 ～ 15 です。

リ リース 変更内容

12.2(53)SE1 このコマン ドが、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S 
ス イッ チにだけ追加さ れま した。

コマンド 説明

reload スタッ ク  メ ンバを リ ロー ドし、 設定の変更を有効にしま す。

session 特定のスタッ ク  メ ンバにアク セスしま す。

switch renumber スタッ ク  メ ンバ番号を変更しま す。

show switch ス イッ チ スタッ ク およびスタッ ク  メ ンバの情報を表示しま す。
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switch provision
新し いス イッ チがス イッ チ スタッ ク に加入する前に、 プロ ビジョ ニングして設定を提供するに
は、 スタッ ク  マスターから  switch provision グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使
用しま す。 削除さ れたス イッ チ （スタッ クを脱退したスタッ ク  メ ンバ） に関連付けら れたすべ
ての設定情報を削除するには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

switch stack-member-number provision type

no switch stack-member-number provision

（注） こ のコマン ドは、LAN base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チのみでサポート さ
れて いま す。

構文の説明

デフォルト ス イッ チは、 プロ ビジョ ニングさ れて いません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン エラー メ ッ セージを受信し ないよ うにするには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用してプロ ビ
ジョ ニングさ れた設定を削除する前に、 ス イッ チ スタッ クから指定のス イッ チを削除する必要
があり ま す。

ス イッ チ タ イプを変更する場合も 、 ス イッ チ スタッ クから指定のス イッ チを削除する必要が
あり ま す。 ス イッ チ タ イプを変更し ない場合でも 、 ス イッ チ スタッ ク内に物理的に存在する
プロ ビジョ ニングさ れたス イッ チのスタッ ク  メ ンバ番号を変更できま す。

プロ ビジョ ニングさ れたス イッ チのタ イプが、 スタッ ク上のプロ ビジョ ニングさ れた設定のス
イッ チ タ イプと 一致し ない場合、 ス イッ チ スタッ ク はプロ ビジョ ニングさ れたス イッ チにデ
フォ ルト 設定を適用し、 こ れをスタッ ク に追加しま す。 ス イッ チ スタッ ク では、 デフォ ルト 設
定を適用する場合にメ ッ セージを表示しま す。

stack-member-number スタッ ク  メ ンバ番号を指定しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 9 で
す。

provision type 新し いス イッ チがスタッ ク に加入する前に、 このス イッ チのタ イ
プを指定しま す。

type には、 コマン ド ラ イン ヘルプ スト リ ングに示さ れたサポー
ト 対象のス イッ チのモデル番号を入力しま す。

リ リース 変更内容

12.2(53)SE1 このコマン ドが、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S 
ス イッ チにだけ追加さ れま した。
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プロ ビジョ ニング情報は、 ス イッ チ スタッ クの実行コ ンフィ ギュレーショ ンで表示さ れま す。
copy running-config startup-config 特権 EXEC コマン ドを入力すると 、 プロ ビジョ ニングさ れ
た設定がス イッ チ スタッ クのスタート アッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ルに保存さ れま
す。

注意 こ のコマン ドを使用すると 、 プロ ビジョ ニングさ れた設定にメ モリ が割り 当てら れま す。 新し
いス イッ チ タ イプが設定さ れたと き に、 以前割り 当てら れたメ モリ のすべてが解放さ れるわけ
ではあり ません。 そのため、 こ のコマン ドを おおよそ  200 回を超えて使用し ないよ うにしてく
ださ い。 ス イッ チのメ モリ が不足し、 予期せぬ動作が発生する可能性があり ま す。

例 次の例では、 ス イッ チ スタッ ク にスタッ ク  メ ンバ番号が 2 の  Catalyst 2960S-24TD ス イッ チを
プロ ビジョ ニングする方法を示しま す。 show running-config コマン ドの出力は、 プロ ビジョ ニ
ングさ れたス イッ チに関連付けら れた インターフェ イスを示しま す。

Switch(config)# switch 2 provision WS-C2960S-24TD-L
Switch(config)# end
Switch# show running-config | include switch 2
!
interface GigabitEthernet2/0/1
!
interface GigabitEthernet2/0/2
!
interface GigabitEthernet2/0/3
<output truncated>

また、 show switch ユーザ EXEC コマン ドを入力すると 、 ス イッ チ スタッ クのプロ ビジョ ニン
グさ れたステータスを表示できま す。

次の例では、 ス イッ チがスタッ クから削除さ れる場合に、 スタッ ク  メ ンバ 5 についてのすべて
の設定情報が削除さ れる方法を示しま す。

Switch(config)# no switch 5 provision 

プロ ビジョ ニングさ れたス イッ チが、 実行コ ンフィ ギュレーショ ンで追加または削除さ れたこ
と を確認するには、 show running-config 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show running-config 現在の動作設定を表示しま す。

show switch ス イッ チ スタッ ク およびスタッ ク  メ ンバの情報を表示しま す。
2-751
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
  switch renumber
switch renumber
スタッ ク  メ ンバ番号を変更するには、スタッ ク  マスター上から  switch renumber グローバル コ
ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。

switch current-stack-member-number renumber new-stack-member-number 

（注） こ のコマン ドは、LAN base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チのみでサポート さ
れて いま す。

構文の説明

デフォルト デフォ ルト のスタッ ク  メ ンバ番号は 1 です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 他のスタッ ク  メ ンバがすでに指定したメ ンバ番号を使用して いる場合、 スタッ ク  マスターは、
スタッ ク  メ ンバを リ ロー ドする際に、 使用可能な一番低い番号を割り 当てま す。

（注） スタッ ク  メ ンバ番号を変更し、 新し いスタッ ク  メ ンバ番号がどの設定にも関連付けさ れて い
ない場合、 そのスタッ ク  メ ンバは現在の設定を廃棄して リ セッ ト を行い、 デフォ ルト の設定に
戻り ま す。 スタッ ク  メ ンバ番号および設定に関する詳細については、 ソ フト ウェア コ ンフィ
ギュレーショ ン ガイ ドを参照してく ださ い。

プロ ビジョ ニングさ れたス イッ チでは、 switch current-stack-member-number renumber 
new-stack-member-number コマン ドを使用し ないでく ださ い。 使用すると 、 コマン ドは拒否さ
れま す。

スタッ ク  メ ンバを リ ロー ドし、 設定変更を適用するには、 reload slot current stack member 
number 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

例 次の例では、 スタッ ク  メ ンバ 2 のメ ンバ番号を  7 に変更する方法を示しま す。

Switch(config)# switch 2 renumber 7
WARNING:Changing the switch number may result in a configuration change for that switch.

current-stack-member-number 現在のスタッ ク  メ ンバ番号を指定しま す。 指定でき る範囲は 
1 ～ 4 です。

renumber 
new-stack-member-number

スタッ ク  メ ンバに新し いスタッ ク  メ ンバ番号を指定しま す。
指定でき る範囲は 1 ～ 9 です。

リ リース 変更内容

12.2(53)SE1 このコマン ドが、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S 
ス イッ チにだけ追加さ れま した。
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The interface configuration associated with the old switch number will remain as a 
provisioned configuration.
Do you want to continue?[confirm]

関連コマンド コマンド 説明

reload スタッ ク  メ ンバを リ ロー ドし、 設定の変更を有効にしま す。

session 特定のスタッ ク  メ ンバにアク セスしま す。

switch スタッ ク  メ ンバのプラ イオリ ティ 値を変更しま す。

show switch ス イッ チ スタッ ク およびスタッ ク  メ ンバの情報を表示しま す。
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switchport access
ポート をスタティ ッ ク  アク セスまたはダイナミ ッ ク  アク セス  ポート と して設定するには、
switchport access インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 ス イッ チ
ポート のモードが、 access に設定さ れて いる場合、 ポート は指定の  VLAN のメ ンバと して動作
しま す。 dynamic と して設定さ れて いる場合、 ポート は受信した着信パケッ ト に基づいて、
VLAN 割り 当ての検出を開始しま す。 アク セス  モードをス イッ チのデフォ ルト  VLAN にリ
セッ ト するには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

switchport access vlan {vlan-id | dynamic}

no switchport access vlan

構文の説明

デフォルト デフォ ルト のアク セス  VLAN およびト ランク  インターフェ イス  ネイティ ブ VLAN は、 プラッ
ト フォー ムまたはインターフェ イス  ハード ウェアに対応したデフォ ルト  VLAN です。

ダイナミ ッ ク  アク セス  ポート は、 初はどの VLAN のメ ンバにも属さず、 受信したパケッ ト
に基づいて割り 当てを受信しま す。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン no switchport access コマン ドは、 アク セス  モード  VLAN をデバイスの適切なデフォ ルト  
VLAN にリ セッ ト しま す。

switchport access vlan コマン ドを有効にするには、 事前にポート を アク セス  モードにする必要
があり ま す。

アク セス  ポート を割り 当て るこ と ができ るのは、 1 つの  VLAN だけです。

ポート を ダイナミ ッ ク と して設定するには、 事前に VMPS サーバ （Catalyst 6000 シリ ーズ ス
イッ チなど） を設定する必要があり ま す。

vlan vlan-id インターフェ イスを、 アク セス  モード  VLAN の  VLAN ID を持つスタ
ティ ッ ク  アク セス  ポート と して設定しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 
4094 です。

vlan dynamic VLAN Membership Policy Server （VMPS; VLAN メ ンバーシッ プ ポリ
シー サーバ） プロト コ ルによって アク セス  モード  VLAN が決ま るよ
うに指定しま す。 ポート に接続さ れたホスト （複数可） の送信元 

MAC アドレスに基づいて、 ポート が VLAN に割り 当てら れま す。 ス
イッ チは、 新し い MAC アドレスを受信するたびに VMPS サーバに送
信して、 ダイナミ ッ ク  アク セス  ポート に割り 当て る VLAN の名前を
取得しま す。 すでに、 ポート には VLAN が割り 当てら れて いて、 送
信元が VMPS によって承認さ れて いる場合、 ス イッ チはパケッ ト を該
当する VLAN に転送しま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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ダイナミ ッ ク  アク セス  ポート には、 次の制限事項が適用さ れま す。

• ソ フト ウェアは、 Catalyst 6000 シリ ーズ ス イッ チなどの  VMPS をク エリ ーでき る VLAN 
Query Protocol （VQP） ク ラ イアント を実装しま す。 Catalyst 2960 ス イッ チは、 VMPS 
サーバではあり ません。 ポート を ダイナミ ッ ク と して設定するには、 事前に VMPS サーバ
を設定する必要があり ま す。

• ダイナミ ッ ク  アク セス  ポート は、 エン ド  ステーショ ンの接続にだけ使用しま す。 ブリ ッ
ジング プロト コ ルを使用するス イッ チまたはルータにダイナミ ッ ク  アク セス  ポート を接
続すると 、 接続が切断さ れるこ と があり ま す。

• STP がダイナミ ッ ク  アク セス  ポート を  STP ブロッ キング ステート にし ないよ うに、 ネッ
ト ワークを設定しま す。 ダイナミ ッ ク  アク セス  ポート では、 PortFast 機能が自動的にイ
ネーブルになり ま す。

• ダイナミ ッ ク  アク セス  ポート は、 1 つの  VLAN にだけ属するこ と ができ、 VLAN タギング
は使用しません。

• ダイナミ ッ ク  アク セス  ポート を次のよ うに設定するこ と はできません。

- EtherChannel ポート  グループのメ ンバ （ダイナミ ッ ク  アク セス  ポート は、 他のダイナ
ミ ッ ク  ポート など、 他のポート と はグループ化できません）

- スタティ ッ ク  アドレス  エント リ 内の送信元または宛先ポート

- モニタ  ポート

例 次の例では、 アク セス  モードで動作するス イッ チド  ポート  インターフェ イスが、 デフォ ルト  
VLAN ではなく  VLAN 2 で動作するよ うに変更しま す。

Switch(config-if)# switchport access vlan 2

設定を確認するには、 show interfaces interface-id switchport 特権 EXEC コマン ドを入力して、
Administrative Mode 行および Operational Mode 行の情報を調べま す。

関連コマンド コマンド 説明

show interfaces switchport ポート  ブロッ キング、 ポート 保護設定など、 ス イッ チング ポー
ト の管理ステータス および動作ステータスを表示しま す。

switchport mode ポート の VLAN メ ンバーシッ プ モードを設定しま す。
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switchport backup interface
1 組の インターフェ イスで、相互にバッ ク アッ プを提供する Flex Link を設定するには、 レ イヤ 
2 インターフェ イスで、switchport backup interface インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン 
コマン ドを使用しま す。 Flex Link 設定を削除するには、 このコマン ドの  no 形式を使用しま す。

switchport backup interface [FastEthernet interface-id | GigabitEthernet interface-id | 
Port-channel interface-id | TenGigabitEthernet interface-id] {mmu primary vlan 
interface-id | multicast fast-convergence | preemption {delay delay-time | mode} | prefer 
vlan vlan-id}

no switchport backup interface [FastEthernet interface-id | GigabitEthernet interface-id | 
Port-channel interface-id | TenGigabitEthernet interface-id] {mmu primary vlan 
interface-id | multicast fast-convergence | preemption {delay delay-time | mode} | prefer 
vlan vlan-id}

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明 FastEthernet FastEthernet IEEE 802.3 ポート 名です。 指定でき る範囲は 0 ～ 9 です。

GigabitEthernet GigabitEthernet IEEE 802.3z ポート 名です。指定でき る範囲は 0 ～ 9 で
す。

Port-channel インターフェ イスの イーサネッ ト  チャ ネルです。指定でき る範囲は 0 
～ 48 です。

TenGigabitEthernet 10 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ポート 名です。 指定でき る範囲は 0 ～ 9 
です。

interface-id 設定さ れるインターフェ イスへのバッ ク アッ プ リ ンク と してレ イヤ 2 
インターフェ イスが機能するよ うに指定しま す。 この インターフェ イ
スには物理インターフェ イスまたはポート  チャ ネルを指定できま す。
ポート  チャ ネル範囲は 1 ～ 486 です。

mmu MAC アドレス移行更新です。バッ ク アッ プ インターフェ イス  ペアの 
Mac Move Update （MMU） を設定しま す。

primary vlan vlan-id プラ イベート  VLAN プラ イマリ  VLAN の  VLAN ID。 指定でき る範囲
は、 1 ～ 4,094 です。

multicast 
fast-convergence

マ ルチキャ スト 高速コ ンバージェンス  パラメ ータです。

preemption バッ ク アッ プ インターフェ イス  ペアのプリ エンプショ ン スキー ムを
設定しま す。

delay delay-time （任意） プリ エンプショ ン遅延を指定しま す。 指定でき る範囲は、 1 
～ 300 秒です。

mode プリ エンプショ ン モードを  bandwidth、 forced、 または off に設定しま
す。

prefer vlan vlan-id VLAN が Flex Link ペアのバッ ク アッ プ インターフェ イスで実行さ れ
るよ うに指定しま す。 VLAN ID 範囲は 1 ～ 4,094 です。
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デフォルト デフォ ルト は、 Flex Link が定義さ れて いません。 プリ エンプショ ン モードはオフです。 プリ エ
ンプショ ンを行いません。 プリ エンプショ ン遅延は 35 秒に設定さ れて いま す。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン Flex Link を設定すると 、 1 つのリ ンク がプラ イマリ  インターフェ イスと して機能してト ラ
フィ ッ クを転送し、 も う一方のインターフェ イスがスタ ンバイ モードになり 、 プラ イマリ  リ
ンク がシャ ッ ト ダウンさ れた場合に転送を開始でき るよ うに準備さ れま す。 設定さ れるイン
ターフェ イスはアク ティ ブ リ ンク と 呼ばれ、 指定さ れた インターフェ イスはバッ ク アッ プ リ
ンク と して識別さ れま す。 こ の機能は Spanning Tree Protocol （STP; スパニング ツリ ー プロト
コ ル） の代わり に提供さ れ、 ユーザが STP を オフにしても基本的なリ ンク冗長性を維持できま
す。

• こ のコマン ドは、 レ イヤ 2 インターフェ イスに対してだけ使用可能です。

• 任意のアク ティ ブ リ ンク に対して設定可能な Flex Link バッ ク アッ プ リ ンク は 1 つだけで、
アク ティ ブ インターフェ イスと は異なるインターフェ イスでなければなり ません。

• インターフェ イスが所属でき る Flex Link ペアは 1 つだけです。 インターフェ イスがバッ ク
アッ プ リ ンク になるのは、 1 つのアク ティ ブ リ ンク に対してだけです。 アク ティ ブ リ ンク
は別の Flex Link ペアに属するこ と はできません。

• バッ ク アッ プ リ ンク はアク ティ ブ リ ンク と 同じタ イプ （たと えばフ ァスト  イーサネッ ト
やギガビッ ト  イーサネッ ト ） でなく てもかま いません。 ただし、 スタ ンバイ  リ ンク がト ラ
フィ ッ ク転送を開始した場合にループが発生したり 動作が変更したり し ないよ うに、 両方
の  Flex Link を同様の特性で設定する必要があり ま す。

• いずれのリ ンク も  EtherChannel に属するポート にはなれません。 ただし、 2 つのポート  
チャ ネル （EtherChannel 論理インターフェ イス） を  Flex Link と して設定できま す。 また、
ポート  チャ ネルか物理インターフェ イスのいずれか一方を アク ティ ブ リ ンク にして、 ポー
ト  チャ ネルと 物理インターフェ イスポート を  Flex Link と して設定できま す。

• STP がス イッ チに設定さ れて いる場合、Flex Link はすべての有効な VLAN で STP に参加し
ません。 STP が動作して いない場合、 設定さ れて いるト ポロジでループが発生して いない
こ と を確認してく ださ い。

off （任意） バッ ク アッ プから アク ティ ブへ移行する際、 プリ エンプショ
ンを行わないよ うに指定しま す。

delay delay-time （任意） プリ エンプショ ン遅延を指定しま す。 指定でき る範囲は、 1 
～ 300 秒です。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。

12.2(25)SEE preemption、 mode、 forced、 bandwidth、 off、 および delay キーワー
ドが追加さ れま した。

12.2(37)SE prefer vlan キーワードが追加さ れま した。

12.2(44)SE multicast、 fast-convergence、 delay、 mode、 prefer、 および vlan キー
ワードが追加さ れま した。
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例 次の例では、 2 つの インターフェ イスを  Flex Link と して設定する例を示しま す。

Switch# configure terminal 
Switch(conf)# interface fastethernet1/0/1
Switch(conf-if)# switchport backup interface fastethernet1/0/2
Switch(conf-if)# end

次の例では、 常にバッ ク アッ プのプリ エンプショ ンを行 う よ う フ ァスト  イーサネッ ト  イン
ターフェ イスを設定する方法を示しま す。

Switch# configure terminal 
Switch(conf)# interface fastethernet1/0/1
Switch(conf-if)# switchport backup interface fastethernet1/0/2 preemption forced
Switch(conf-if)# end

次の例では、 フ ァスト  イーサネッ ト  インターフェ イスのプリ エンプショ ン遅延時間を設定す
る方法を示しま す。

Switch# configure terminal 
Switch(conf)# interface fastethernet1/0/1
Switch(conf-if)# switchport backup interface fastethernet1/0/2 preemption delay 150
Switch(conf-if)# end

次の例では、MMU プラ イマリ  VLAN と してフ ァスト  イーサネッ ト  インターフェ イスを設定す
る方法を示しま す。

Switch# configure terminal 
Switch(conf)# interface fastethernet1/0/1
Switch(conf-if)# switchport backup interface fastethernet1/0/2 mmu primary vlan 1021
Switch(conf-if)# end

設定を確認するには、 show interfaces switchport backup 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

次の例では、 優先 VLAN の設定方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet 1/0/6
Switch(config-if)# switchport backup interface gigabitethernet 1/0/8 prefer vlan 
60,100-120

設定を確認するには、 show interfaces switchport backup 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

こ の例では、 VLAN 60 および 100 ～ 120 がス イッ チに設定さ れて いま す。

Switch(config)# interface gigabitEthernet 1/0/6
Switch(config-if)# switchport backup interface gigabitEthernet 1/0/8 prefer vlan 
60,100-120

両方のインターフェ イスが動作中の場合は、Gi1/0/6 が VLAN 1 ～ 50 のト ラフィ ッ クを転送し、
Gi1/0/8 が VLAN 60 および 100 ～ 120 のト ラフィ ッ クを転送しま す。

Switch# show interfaces switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:

Active Interface        Backup Interface        State
------------------------------------------------------------------------
GigabitEthernet1/0/6 GigabitEthernet1/0/8 Active Up/Backup Up

Vlans Preferred on Active Interface: 1-50
Vlans Preferred on Backup Interface: 60, 100-120

Flex Link インターフェ イスがダウンすると （LINK_DOWN）、 こ の インターフェ イスで優先さ
れる VLAN は、 Flex Link ペアのピア インターフェ イスに移動しま す。 この例では、 インター
フェ イス  Gi1/0/6 がダウンして、 Gi1/0/8 が Flex Link ペアのすべての  VLAN を引き継ぎま す。
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Switch# show interfaces switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:

Active Interface        Backup Interface        State
------------------------------------------------------------------------
GigabitEthernet1/0/6 GigabitEthernet1/0/8 Active Down/Backup Up

Vlans Preferred on Active Interface: 1-50
Vlans Preferred on Backup Interface: 60, 100-120

Flex Link インターフェ イスがアッ プになると 、この インターフェ イスで優先さ れる VLAN はピ
ア インターフェ イスでブロッ ク さ れ、 アッ プした インターフェ イスでフォ ワーディ ング ス
テート になり ま す。 こ の例では、 インターフェ イス  Gi1/0/6 がアッ プになると 、 この インター
フェ イスで優先さ れる VLAN はピア インターフェ イス  Gi1/0/8 でブロッ ク さ れ、Gi1/0/6 で転送
さ れま す。

Switch# show interfaces switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:

Active Interface        Backup Interface        State
------------------------------------------------------------------------
GigabitEthernet1/0/6 GigabitEthernet1/0/8       Active Up/Backup Up

Vlans Preferred on Active Interface: 1-50
Vlans Preferred on Backup Interface: 60, 100-120

次の例では、 マ ルチキャ スト 高速コ ンバージェンスを インターフェ イス  Gi1/0/11 で設定する方
法を示しま す。

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface gigabitEthernet 1/0/11
Switch(config-if)# switchport backup interface gigabitEthernet 1/0/12 multicast 
fast-convergence
Switch(config-if)# end
 

設定を確認するには、 show interfaces switchport backup detail 特権 EXEC コマン ドを入力しま
す。

 
Switch# show interfaces switchport backup detail 
 
Switch Backup Interface Pairs:
 
Active Interface        Backup Interface        State
------------------------------------------------------------------------
GigabitEthernet1/0/11 GigabitEthernet1/0/12     Active Up/Backup Standby
        Preemption Mode  : off
        Multicast Fast Convergence  : On
        Bandwidth : 1000000 Kbit (Gi1/0/11), 1000000 Kbit (Gi1/0/12)
        Mac Address Move Update Vlan : auto

関連コマンド コマンド 説明

show interfaces [interface-id] 
switchport backup

ス イッ チまたは指定した インターフェ イスに設定さ れて いる 
Flex Link と そのステータスを表示しま す。
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switchport block
不明なマ ルチキャ スト またはユニキャ スト のパケッ ト が転送さ れないよ うにするには、
switchport block インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 未知のマ
ルチキャ スト またはユニキャ スト  パケッ ト の転送を許可するには、 こ のコマン ドの  no 形式を
使用しま す。

switchport block {multicast | unicast}

no switchport block {multicast | unicast}

構文の説明

デフォルト 不明なマ ルチキャ スト およびユニキャ スト  ト ラフィ ッ ク はブロッ ク さ れて いません。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン デフォ ルト では、 不明な MAC アドレスを持つすべてのト ラフィ ッ ク がすべてのポート に送信
さ れま す。 保護ポート または非保護ポート 上の不明なマ ルチキャ スト またはユニキャ スト  ト ラ
フィ ッ クをブロッ ク するこ と ができま す。 不明なマ ルチキャ スト またはユニキャ スト  ト ラ
フィ ッ ク が保護ポート でブロッ ク さ れない場合、 セキュ リ ティ に問題のある場合があり ま す。

マ ルチキャ スト  ト ラフィ ッ ク では、ポート  ブロッ キング機能は純粋なレ イヤ 2 パケッ ト だけを
ブロッ ク しま す。 ヘッ ダーに IPv4 または IPv6 の情報を含むマ ルチキャ スト  パケッ ト はブロッ
ク さ れません。

不明なマ ルチキャ スト またはユニキャ スト  ト ラフィ ッ クのブロッ ク は、 保護ポート 上で自動的
にイネーブルにはなり ません。 明示的に設定する必要があり ま す。

パケッ ト のブロッ ク に関する情報は、 こ のリ リ ースに対応するソ フト ウェア コ ンフィ ギュレー
ショ ン ガイ ドを参照してく ださ い。

例 次の例では、 インターフェ イス上で不明なユニキャ スト  ト ラフィ ッ クをブロッ ク する方法を示
しま す。

Switch(config-if)# switchport block unicast

設定を確認するには、show interfaces interface-id switchport 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

multicast 不明なマ ルチキャ スト  ト ラフィ ッ クをブロッ ク するよ う指定しま す。

（注） 純粋なレ イヤ 2 マ ルチキャ スト  ト ラフィ ッ ク だけがブロッ ク
さ れま す。 ヘッ ダーに IPv4 または IPv6 の情報を含むマ ルチ
キャ スト  パケッ ト はブロッ ク さ れません。

unicast 不明なユニキャ スト  ト ラフィ ッ クをブロッ ク するよ う指定しま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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関連コマンド コマンド 説明

show interfaces switchport ポート  ブロッ キング、 ポート 保護設定など、 ス イッ チング ポー
ト の管理ステータス および動作ステータスを表示しま す。
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switchport host
ホスト 接続のためにポート を 適化するには、 switchport host インターフェ イス  コ ンフィ ギュ
レーショ ン コマン ドを使用しま す。 システ ム上への影響をなく すには、 こ のコマン ドの  no 形
式を使用しま す。

switchport host 

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト ポート のデフォ ルト は、 ホスト への接続が 適化さ れて いません。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ホスト 接続のためポート を 適化するには、 switchport host コマン ドで、 アク セス するス イッ
チ ポート  モードを設定し、 スパニング ツリ ー PortFast を イネーブルにして、 チャ ネル グルー
ピングをディ セーブルにしま す。 エン ド  ステーショ ンにだけこ の設定を適用するこ と ができま
す。

スパニング ツリ ー PortFast はイネーブルであるため、 switchport host コマン ドをシングルホス
ト と 接続するポート にだけ入力しま す。 その他のス イッ チ、 ハブ、 コ ンセント レータ、 または
ブリ ッ ジと  fast-start ポート を接続すると 、 一時的にスパニング ツリ ー ループが発生するこ と
があり ま す。

switchport host コマン ドを イネーブルにし、 パケッ ト 転送の開始における遅延時間を減少させ
るこ と ができま す。

例 次の例では、 ポート のホスト 接続の設定を 適化する方法を示しま す。

Switch(config-if)# switchport host 
switchport mode will be set to access 
spanning-tree portfast will be enabled 
channel group will be disabled 
Switch(config-if)# 

設定を確認するには、show interfaces interface-id switchport 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。

コマンド 説明

show interfaces switchport ス イッ チポート  モードを含む、 ス イッ チング ポート の管理ス
テータス および動作ステータスを表示しま す。
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switchport mode
ポート の VLAN メ ンバーシッ プ モードを設定するには、 switchport mode インターフェ イス  コ
ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力しま す。 モードをデバイスの適切なデフォ ルト 設定にリ
セッ ト するには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

switchport mode {access | dynamic {auto | desirable} | trunk}

no switchport mode {access | dynamic | trunk}

構文の説明

デフォルト デフォ ルト  モードは dynamic auto です。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン access または trunk キーワードによ る設定が有効と なるのは、 switchport mode コマン ドを使用
して、 適切なモードでポート を設定した場合のみです。 スタティ ッ ク  アク セス およびト ランク
の設定は保存さ れま すが、 同時にアク ティ ブにでき るのはいずれかの設定だけです。

access モードを開始すると 、 インターフェ イスは永続的な非ト ランキング モードになり 、 ネイ
バー インターフェ イスがリ ンクから非ト ランク  リ ンクへの変換に合意し ない場合でも 、 こ の
変換を行 う よ うにネゴシエート しま す。

access アク セス  モード （switchport access vlan インターフェ イス  コ ンフィ ギュ
レーショ ン コマン ドの設定に応じて、 スタティ ッ ク  アク セスまたはダ
イナミ ッ ク  アク セスのいずれか） を設定しま す。 ポート は無条件にアク
セス するよ うに設定さ れ、 非カプセル化 （タ グなし） フレー ムを送受信
する単一の非ト ランク  VLAN インターフェ イスと して動作しま す。 アク
セス  ポート を割り 当て るこ と ができ るのは、 1 つの  VLAN だけです。

dynamic auto インターフェ イス  ト ランキング モード  ダイナミ ッ ク  パラメ ータを  auto 
に設定して、 インターフェ イスがリ ンクをト ランク  リ ンク に変換するよ
うに指定しま す。 こ れがデフォ ルト のス イッ チポート  モードになり ま
す。

dynamic desirable インターフェ イス  ト ランキング モード  ダイナミ ッ ク  パラメ ータを  
desirable に設定して、 インターフェ イスがリ ンクをト ランク  リ ンク にア
ク ティ ブに変換するよ うに指定しま す。

trunk 無条件にポート をト ランク に設定しま す。 ポート は VLAN レ イヤ 2 イン
ターフェ イスをト ランキングしま す。 ポート は、 送信元の  VLAN を識別
するカプセル化 （タ グ付き） フレー ムを送受信しま す。 ト ランク は、 2 
つのス イッ チ間、 またはス イッ チと ルータ間のポイント ツーポイント  リ
ンク です。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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trunk モードを入力すると 、 インターフェ イスは永続的なト ランキング モードになり 、 接続先
のインターフェ イスがリ ンクからト ランク  リ ンクへの変換に合意し ない場合でも 、 こ の変換を
行 う よ うにネゴシエート しま す。

dynamic auto モードを入力した場合に、近接インターフェ イスが trunk または desirable モード
に設定さ れると 、 インターフェ イスはリ ンクをト ランク  リ ンク に変換しま す。

dynamic desirable モードを入力した場合に、 近接インターフェ イスが trunk、 desirable、 また
は auto モードに設定さ れると 、 インターフェ イスはト ランク  インターフェ イスになり ま す。

ト ランキングを自動ネゴシエーショ ンするには、 インターフェ イスが同じ  VLAN Trunking 
Protocol （VTP; VLAN ト ランキング プロト コ ル） ドメ インに存在する必要があり ま す。 ト ラン
ク  ネゴシエーショ ンは、 ポイント ツーポイント  プロト コ ルである Dynamic Trunking Protocol
（DTP; ダイナミ ッ ク  ト ランキング プロト コ ル） によって管理さ れま す。 ただし、 一部の イン
ターネッ ト ワーキング デバイスによって  DTP フレー ムが不正に転送さ れて、 矛盾した設定と
なる場合があり ま す。 こ の事態を避けるには、 DTP をサポート し ない装置に接続さ れた イン
ターフェ イスが DTP フレー ムを転送し ないよ うに、 つま り  DTP を オフにするよ うに設定する
必要があり ま す。

• こ れらのリ ンク上でト ランキングを行わない場合は、 switchport mode access インターフェ
イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 ト ランキングをディ セーブルにしま
す。

• DTP をサポート して いない装置でト ランキングを イネーブルにするには、 switchport mode 
trunk および switchport nonegotiate インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを
使用して、 インターフェ イスがト ランク になっても  DTP フレー ムを生成し ないよ うに設定
しま す。

アク セス  ポート と ト ランク  ポート は、 相互に排他的な関係にあり ま す。

IEEE 802.1x 機能は、 次の方法でス イッ チポート  モードに作用しま す。

• ト ランク  ポート で IEEE 802.1x を イネーブルにし よ うと すると 、 エラー メ ッ セージが表示
さ れ、 IEEE 802.1x はイネーブルになり ません。 IEEE 802.1x 対応ポート のモードをト ラン
ク に変更し よ うと しても 、 ポート  モードは変更さ れません。

• ポート 設定で IEEE 802.1x を  dynamic auto または dynamic desirable にイネーブルにし よ う
と すると 、 エラー メ ッ セージが表示さ れ、 IEEE 802.1x はイネーブルになり ません。 IEEE 
802.1x 対応ポート のモードを  dynamic auto または dynamic desirable に変更し よ うと して
も 、 ポート  モードは変更さ れません。

• ダイナミ ッ ク  アク セス （VLAN Query Protocol （VQP）） ポート で IEEE 802.1x を イネーブル
にし よ うと すると 、 エラー メ ッ セージが表示さ れ、 IEEE 802.1x はイネーブルになり ませ
ん。 IEEE 802.1x 対応ポート を変更してダイナミ ッ ク  VLAN を割り 当て よ うと しても 、 エ
ラー メ ッ セージが表示さ れ、 VLAN 設定は変更さ れません。

例 次の例では、 ポート を アク セス  モードに設定する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# switchport mode access

次の例では、 ポート を  dynamic desirable モードに設定する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# switchport mode dynamic desirable

次の例では、 ポート をト ランク  モードに設定する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
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設定を確認するには、 show interfaces interface-id switchport 特権 EXEC コマン ドを入力して、
Administrative Mode 列および Operational Mode 列を調べま す。

関連コマンド コマンド 説明

show interfaces switchport ポート  ブロッ キング、 ポート 保護設定など、 ス イッ チング 
ポート の管理ステータス および動作ステータスを表示しま す。

switchport access ポート をスタティ ッ ク  アク セス  ポート またはダイナミ ッ ク  ア
ク セス  ポート と して設定しま す。

switchport trunk インターフェ イスがト ランキング モードの場合、 ト ランクの
特性を設定しま す。
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switchport nonegotiate
レ イヤ 2 インターフェ イス上で Dynamic Trunking Protocol（DTP; ダイナミ ッ ク  ト ランキング プ
ロト コ ル） ネゴシエーショ ン パケッ ト が送信さ れないよ うに指定するには、 switchport 
nonegotiate インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 ス イッ チは、
こ の インターフェ イス上で DTP ネゴシエーショ ンを行いません。 デフォ ルト 設定に戻すには、
こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

switchport nonegotiate

no switchport nonegotiate

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト デフォ ルト では、 ト ランキング ステータスを学習するために、 DTP ネゴシエーショ ンを使用し
ま す。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン nonegotiate ステータスを解除するには、 switchport nonegotiate コマン ドの  no 形式を使用しま
す。

こ のコマン ドが有効なのは、 インターフェ イス  ス イッ チポート  モードがアク セスまたはト ラ
ンク （switchport mode access または switchport mode trunk インターフェ イス  コ ンフィ ギュ
レーショ ン コマン ドで設定） の場合だけです。 dynamic （auto または desirable） モー ドでこ の
コマン ドを実行し よ うと すると 、 エラーが返さ れま す。

DTP をサポート し ないインターネッ ト ワーキング デバイスでは、 DTP フレー ムが正し く 転送
さ れず、 設定に矛盾が生じ るこ と があり ま す。 こ の問題を回避するには、 switchport 
nonegotiate コマン ドを使用して  DTP を オフにし、 DTP をサポート して いないデバイスに接続
さ れた インターフェ イスが DTP フレー ムを転送し ないよ うに設定しま す。

switchport nonegotiate コマン ドを入力した場合、 この インターフェ イスでは DTP ネゴシエー
ショ ン パケッ ト が送信さ れません。 デバイスがト ランキングを実行するかど うかは、 mode パ
ラメ ータ （access または trunk） によって決ま り ま す。

• こ れらのリ ンク上でト ランキングを行わない場合は、 switchport mode access インターフェ
イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して、 ト ランキングをディ セーブルにしま
す。

• DTP をサポート して いないデバイスでのト ランキングを イネーブルにするには、
switchport mode trunk および switchport nonegotiate インターフェ イス  コ ンフィ ギュレー
ショ ン コマン ドを使用して、 インターフェ イスがト ランク になっても  DTP フレー ムを生成
し ないよ うに設定しま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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例 次の例では、 ポート に対してト ランキング モードのネゴシエート を制限し、 （モー ドの設定に
応じて） ト ランク  ポート またはアク セス  ポート と して動作させる方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# switchport nonegotiate

設定を確認するには、show interfaces interface-id switchport 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show interfaces switchport ポート  ブロッ キング、 ポート 保護設定など、 ス イッ チング ポー
ト の管理ステータス および動作ステータスを表示しま す。

switchport mode ポート の VLAN メ ンバーシッ プ モードを設定しま す。
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switchport port-security
インターフェ イス上のポート  セキュ リ ティ を イネーブルにするには、キーワードを指定せずに 
switchport port-security インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。
キーワードを指定すると 、 セキュ ア MAC アドレス、 スティ ッ キ  MAC アドレス  ラーニング、
セキュ ア MAC アドレスの 大数、 または違反モードが設定さ れま す。 ポート  セキュ リ ティ を
ディ セーブルにしたり 、 またはパラメ ータをデフォ ルト 状態に戻すには、 こ のコマン ドの  no 
形式を使用しま す。

switchport port-security [mac-address mac-address [vlan {vlan-id | {access | voice}}] | 
mac-address sticky [mac-address | vlan {vlan-id | {access | voice}}]] [maximum value [vlan 
{vlan-list | {access | voice}}]] 

no switchport port-security [mac-address mac-address [vlan {vlan-id | {access | voice}}] | 
mac-address sticky [mac-address | vlan {vlan-id | {access | voice}}]] [maximum value [vlan 
{vlan-list | {access | voice}}]] 

switchport port-security [aging] [violation {protect | restrict | shutdown | shutdown vlan}]

no switchport port-security [aging] [violation {protect | restrict | shutdown | shutdown vlan}]

構文の説明 aging （任意） switchport port-security aging コマン ドを参照してく ださ
い。

mac-address mac-address （任意） 48 ビッ ト  MAC アドレスを入力して、 インターフェ イス
のセキュ ア MAC アドレスを指定しま す。 設定さ れた 大数ま
で、 セキュ ア MAC アドレスを追加できま す。

vlan vlan-id （任意） ト ランク  ポート 上でだけ、 VLAN ID および MAC アドレ
スを指定しま す。 VLAN ID を指定し ない場合は、 ネイティ ブ 
VLAN が使用さ れま す。

vlan access （任意） アク セス  ポート でだけ、 VLAN を アク セス  VLAN と して
指定しま す。

vlan voice （任意） アク セス  ポート でだけ、 VLAN を音声 VLAN と して指定
しま す。

（注） voice キーワードは、 音声 VLAN がポート に設定さ れてそ
のポート がアク セス  VLAN でない場合に限り 利用可能で
す。

mac-address sticky 
[mac-address]

（任意） インターフェ イスのスティ ッ キ  ラーニングを イネーブル
にするには、 mac-address sticky キーワードのみを入力しま す。
スティ ッ キ  ラーニングを イネーブルにすると 、 インターフェ イ
スは動的に学習したすべてのセキュ ア MAC アドレスを実行コ ン
フィ ギュレーショ ンに追加して、 こ れらのアドレスをスティ ッ キ  
セキュ ア MAC アドレスに変換しま す。

（任意） mac-address を入力し、 スティ ッ キ  セキュ ア MAC アドレ
スを指定しま す。
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maximum value （任意） インターフェ イスのセキュ ア MAC アドレスの 大数を
設定しま す。 ス イッ チ スタッ ク で設定でき るセキュ ア MAC アド
レスの 大数は、 システ ムで使用が許可さ れて いる MAC アドレ
スの 大数によって決ま り ま す。 こ の数字は、 インターフェ イス
で設定さ れた他のレ イヤ 2 機能やその他のセキュ ア MAC アドレ
スなど、 利用可能な MAC アドレスの合計数を示しま す。

デフォ ルト の設定は 1 です。

vlan [vlan-list] （任意） ト ランク  ポート に対して、 VLAN のセキュ ア MAC アド
レスの 大数を設定できま す。 vlan キーワードが入力さ れて いな
い場合、 デフォ ルト 値が使用さ れま す。

• vlan ： VLAN ごと に 大値を設定しま す。

• vlan vlan-list ： VLAN 範囲、 または一連の VLAN 内の  VLAN 
ごと に 大値を設定しま す。 VLAN 範囲はハイフン、 一連の 
VLAN はカンマで区切り ま す。 VLAN を指定し ない場合、
VLAN ごと の 大値が使用さ れま す。

violation （任意） セキュ リ ティ 違反モード、 またはポート  セキュ リ ティ に
違反した場合に実行するアクショ ンを設定しま す。 デフォ ルト は 
shutdown です。

protect セキュ リ ティ 違反保護モードを設定しま す。 こ のモードでは、
ポート のセキュ ア MAC アドレス数がポート で許可さ れて いる
大数に到達した場合、 不明な送信元アドレスのパケッ ト は ドロッ
プさ れま す。 ドロッ プするこ と でセキュ ア MAC アドレス数を上
限より も少なく するか、 許容でき るアドレスの 大数を増やさ な
い限り 、 こ の状態が続きま す。 セキュ リ ティ 違反が起こ っても 、
ユーザには通知さ れません。

（注） ト ランク  ポート に protect モードを設定するこ と は推奨し
ません。 保護モードでは、 ポート が 大数に達して いな
く ても  VLAN が保護モードの 大数に達すると 、 ラーニ
ングがディ セーブルになり ま す。

restrict セキュ リ ティ 違反制限モードを設定しま す。 こ のモードでは、 セ
キュ ア MAC アドレス数がポート で許可さ れて いる 大数に到達
した場合、 不明な送信元アドレスのパケッ ト は ドロッ プさ れま
す。 セキュ ア MAC アドレス数を上限より も少なく するか、 許容
でき るアドレスの 大数を増やさ ない限り 、 こ の状態が続きま
す。 SNMP ト ラッ プが送信さ れま す。 syslog メ ッ セージがロギン
グさ れ、 違反カウンタが増加しま す。

shutdown セキュ リ ティ 違反シャッ ト ダウン モードを設定しま す。 こ の
モードでは、 違反が発生し、 ポート の LED がオフになると 、 イ
ンターフェ イスが errdisable の状態になり ま す。 SNMP ト ラッ プ
が送信さ れま す。 syslog メ ッ セージがロギングさ れ、 違反カ ウン
タが増加しま す。セキュ ア ポート が errdisable ステート の場合は、
errdisable recovery cause psecure-violation グローバル コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを入力してこ のステート を解除したり 、
shutdown および no shut down インターフェ イス  コ ンフィ ギュ
レーショ ン コマン ドを入力したり して、 手動で再びイネーブル
にするこ と ができま す。

shutdown vlan VLAN ごと のシャッ ト ダウンにセキュ リ ティ 違反モードを設定し
ま す。 こ のモードでは、 違反が発生した  VLAN だけが errdisable 
になり ま す。
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デフォルト デフォ ルト では、 ポート  セキュ リ ティ はディ セーブルです。

ポート  セキュ リ ティ を イネーブルにしてキーワードを入力し ない場合、デフォ ルト のセキュ ア 
MAC アドレスの 大数は 1 です。

デフォ ルト の違反モードは、 shutdown です。

スティ ッ キ  ラーニングはディ セーブルです。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン セキュ ア ポート に関する制限事項は、 次のと おり です。

• セキュ ア ポート はアク セス  ポート またはト ランク  ポート にするこ と はできま すが、 ダイ
ナミ ッ ク  アク セス  ポート には設定できません。

• セキュ ア ポート は保護ポート にはできません。

• セキュ ア ポート をス イッ チド  ポート  アナラ イザ （SPAN） の宛先ポート にするこ と はでき
ません。

• セキュ ア ポート を  Fast EtherChannel または Gigabit EtherChannel ポート  グループに含め る
こ と はできません。

• 音声 VLAN では、 スタティ ッ ク  セキュ アまたはスティ ッ キ  セキュ ア MAC アドレスを設定
できません。

• 音声 VLAN が設定さ れた インターフェ イス上でポート  セキュ リ ティ を イネーブルにする場
合は、 ポート の 大セキュ ア アドレス許容数を  2 に設定しま す。 ポート を  Cisco IP Phone 
に接続する場合は、 IP Phone に MAC アドレスが 1 つ必要です。 Cisco IP Phone のアドレス
は音声 VLAN 上で学習さ れま すが、 アク セス  VLAN 上では学習さ れません。 1 台の  PC を  
Cisco IP Phone に接続する場合、MAC アドレスの追加は必要あり ません。 2 台以上の  PC を  
Cisco IP Phone に接続する場合、 各 PC に 1 つ、 さ らに Cisco IP Phone に 1 つ割り 当て るよ
う十分なセキュ ア アドレスを設定する必要があり ま す。

• 音声 VLAN はアク セス  ポート 上でだけサポート さ れま す。 ト ランク  ポート 上ではサポー
ト さ れません。

• インターフェ イスのセキュ ア アドレスの 大値を入力する場合、 新し い値が前回の値より
大き いと 、 新し い値によって前回の設定値が上書き さ れま す。 新し い値が前回の値より 小
さ く 、 インターフェ イスで設定さ れて いるセキュ ア アドレス数が新し い値より 大き い場
合、 コマン ドは拒否さ れま す。

• ス イッ チはスティ ッ キ  セキュ ア MAC アドレスのポート  セキュ リ ティ  エージングをサポー
ト して いません。

セキュ ア MAC アドレスの 大値がアドレス  テーブルに存在し、 アドレス  テーブルに存在し な
い MAC アドレスを持つステーショ ンがインターフェ イスにアク セスし よ うと した場合、 また
は別のセキュ ア ポート のセキュ ア MAC アドレスと して設定さ れた  MAC アドレスを持つス
テーショ ンがインターフェ イスにアク セスし よ うと した場合に、 セキュ リ ティ 違反が起こ り ま
す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。

12.2(35)SE shutdown vlan キーワードが追加さ れま した。
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セキュ ア ポート が errdisable ステート の場合は、 errdisable recovery cause psecure-violation グ
ローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力して、 こ のステート から回復させるこ と が
できま す。 shutdown および no shut down インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ド
を入力するか、 clear errdisable interface 特権 EXEC コマン ドを使用して、 ポート を手動で再び
イネーブルにするこ と ができま す。

アドレスの 大数を  1 に設定し、 接続さ れたデバイスの  MAC アドレスを設定すると 、 確実に
デバイスがポート の帯域幅を完全に使用できま す。

インターフェ イスのセキュ ア アドレスの 大値を入力すると 、 次の事象が発生しま す。

• 新し い値が前回の値より 大き い場合、 新し い値によって前回の設定値が上書き さ れま す。

• 新し い値が前回の値より 小さ く 、 インターフェ イスで設定さ れて いるセキュ ア アドレス数
が新し い値より 大き い場合、 コマン ドは拒否さ れま す。

スティ ッ キ  セキュ ア MAC アドレスには、 次の特性があり ま す。

• switchport port-security mac-address sticky インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コ
マン ドを使用して、 インターフェ イス上でスティ ッ キ  ラーニングを イネーブルにした場
合、 インターフェ イスはすべてのダイナミ ッ ク  セキュ ア MAC アドレスを （スティ ッ キ  
ラーニングがイネーブルになる前にダイナミ ッ ク に学習さ れたアドレスも含め）、 スティ ッ
キ  セキュ ア MAC アドレスに変換し、 すべてのスティ ッ キ  セキュ ア MAC アドレスを実行
コ ンフィ ギュレーショ ンに追加しま す。

• no switchport port-security mac-address sticky インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン 
コマン ドを使用して、 スティ ッ キ  ラーニングをディ セーブルする場合、 または実行コ ン
フィ ギュレーショ ンを削除する場合は、 スティ ッ キ  セキュ ア MAC アドレスは実行コ ン
フィ ギュレーショ ンの一部に残り ま すが、 アドレス  テーブルからは削除さ れま す。 削除さ
れたアドレスはダイナミ ッ ク に再設定するこ と ができ、 ダイナミ ッ ク  アドレスと して アド
レス  テーブルに追加さ れま す。

• switchport port-security mac-address sticky mac-address インターフェ イス  コ ンフィ ギュ
レーショ ン コマン ドを使用して、 スティ ッ キ  セキュ ア MAC アドレスを設定する場合、 ア
ドレスはアドレス  テーブルと 実行コ ンフィ ギュレーショ ンに追加さ れま す。 ポート  セキュ
リ ティ がディ セーブルの場合、 スティ ッ キ  セキュ ア MAC アドレスは実行コ ンフィ ギュ
レーショ ンに残り ま す。

• スティ ッ キ  セキュ ア MAC アドレスがコ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ルに保存さ れて いる
と 、 ス イッ チの再起動時、 またはインターフェ イスのシャッ ト ダウン時に、 インターフェ
イスはこ れらのアドレスを再学習し なく てすみま す。 スティ ッ キ  セキュ ア アドレスを保存
し ない場合、 アドレスは失われま す。 スティ ッ キ  ラーニングがディ セーブルの場合、 ス
ティ ッ キ  セキュ ア MAC アドレスはダイナミ ッ ク  セキュ ア アドレスに変換さ れ、 実行コ ン
フィ ギュレーショ ンから削除さ れま す。

• スティ ッ キ  ラーニングをディ セーブルにして、 switchport port-security mac-address sticky 
mac-address インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力した場合、 エラー 
メ ッ セージが表示さ れ、 スティ ッ キ  セキュ ア MAC アドレスは実行コ ンフィ ギュレーショ
ンに追加さ れません。

例 次の例では、 ポート でポート  セキュ リ ティ を イネーブルにし、 セキュ ア アドレスの 大数を  5 
に設定する方法を示しま す。 違反モードはデフォ ルト で、 セキュ ア MAC アドレスは設定さ れ
て いません。

Switch(config)# interface gigabitethernet 2/0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 5
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次の例では、 ポート でセキュ ア MAC アドレスと  VLAN ID を設定する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet 2/0/2
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address 1000.2000.3000 vlan 3

次の例では、 スティ ッ キ  ラーニングを イネーブルにして、 ポート 上で 2 つのスティ ッ キ  セキュ
ア MAC アドレスを入力する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet 2/0/2
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky 
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky 0000.0000.4141
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky 0000.0000.000f

次の例では、 違反が発生した場合に VLAN だけをシャッ ト ダウンするよ うにポート を設定する
方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet 2/0/2
Switch(config)# switchport port-security violation shutdown vlan

設定を確認するには、 show port-security 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

clear port-security MAC アドレス  テーブルからス イッ チ上またはインターフェ イ
ス上の特定のタ イプのセキュ ア アドレスまたはすべてのセ
キュ ア アドレスを削除しま す。

show port-security address ス イッ チで設定さ れて いるすべてのセキュ ア アドレスを表示

しま す。

show port-security 
interface interface-id

ス イッ チまたは指定さ れた インターフェ イスのポート  セキュ

リ ティ 設定を表示しま す。
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switchport port-security aging
セキュ ア アドレス  エント リ のエージング タ イ ムおよびタ イプを設定したり 、 特定のポート の
セキュ ア アドレスのエージング動作を変更するには、 switchport port-security aging インター
フェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 ポート  セキュ リ ティ のエージング
をディ セーブルにしたり 、 またはパラメ ータをデフォ ルト 状態に戻すには、 こ のコマン ドの  no 
形式を使用しま す。

switchport port-security aging {static | time time | type {absolute | inactivity}}

no switchport port-security aging {static | time | type}

構文の説明

デフォルト ポート  セキュ リ ティ  エージング機能はディ セーブルです。 デフォ ルト の時間は 0 分です。

デフォ ルト のエージング タ イプは absolute です。

デフォ ルト のスタティ ッ ク  エージング動作はディ セーブルです。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 特定のポート のセキュ ア アドレス  エージングを イネーブルにするには、 ポート  エージング タ
イ ムを  0 以外の値に設定しま す。

特定のセキュ ア アドレスに時間を限定して アク セスでき るよ うにするには、 エージング タ イ
プを  absolute に設定しま す。 エージング タ イ ムの期限が切れると 、 セキュ ア アドレスが削除
さ れま す。

継続的にアク セスでき るセキュ ア アドレス数を制限するには、 エージング タ イプを  inactivity 
に設定しま す。 こ のよ うにすると 、 非アク ティ ブになったセキュ ア アドレスが削除さ れ、 他の
アドレスがセキュ アになるこ と ができま す。

static こ のポート に静的に設定さ れたセキュ ア アドレスのエージングを イ
ネーブルにしま す。

time time こ のポート のエージング タ イ ムを指定しま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 
1440 分です。 time が 0 の場合、 このポート のエージングはディ セーブ
ルです。

type エージング タ イプを設定しま す。

absolute absolute エージング タ イプを設定しま す。 こ のポート のすべてのセキュ
ア アドレスは、 指定さ れた時間 （分） が経過した後に期限切れと なり 、
セキュ ア アドレス  リ スト から削除さ れま す。

inactivity inactivity エージング タ イプを設定しま す。 指定さ れた時間内にセキュ
ア送信元アドレスからのデータ  ト ラフィ ッ ク がない場合だけ、 こ の
ポート のセキュ ア アドレスが期限切れになり ま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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セキュ ア アドレスへのアク セス制限を解除するには、 セキュ ア アドレスと して設定し、 no 
switchport port-security aging static インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用
して、 静的に設定さ れたセキュ ア アドレスのエージングをディ セーブルにしま す。

例 次の例では、 ポート のすべてのセキュ ア アドレスに対して、 エージング タ イプを  absolute、
エージング タ イ ムを  2 時間に設定しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Switch(config-if)# switchport port-security aging time 120

次の例では、 ポート に設定さ れたセキュ ア アドレスに対して、 エージング タ イプを  inactivity、
エージング タ イ ムを  2 分に設定しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# switchport port-security aging time 2 
Switch(config-if)# switchport port-security aging type inactivity 
Switch(config-if)# switchport port-security aging static

次の例では、 設定さ れたセキュ ア アドレスのエージングをディ セーブルにする方法を示しま
す。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# no switchport port-security aging static

関連コマンド コマンド 説明

show port-security ポート に定義さ れたポート  セキュ リ ティ 設定を表示しま す。

switchport port-security ポート 上でポート  セキュ リ ティ を イネーブルにし、 ポート の使用
対象を ユーザ定義のステーショ ン グループに制限し、 セキュ ア 
MAC アドレスを設定しま す。
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switchport priority extend
着信タ グなし フレー ムのポート  プラ イオリ ティ を設定したり 、 指定のポート に接続さ れた  IP 
Phone が受信するフレー ムのプラ イオリ ティ を設定したり するには、 switchport priority extend 
インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すに
は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

switchport priority extend {cos value | trust}

no switchport priority extend

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト ポート で受信したタ グなし フレー ムには、 デフォ ルト  ポート  プラ イオリ ティ は、 CoS 値 0 で設
定さ れて いま す。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 音声 VLAN を イネーブルにした場合、 ス イッ チを設定して、 Cisco Discovery Protocol （CDP）
パケッ ト を送信し、 Cisco IP Phone のアク セス  ポート に接続さ れる装置からデータ  パケッ ト を
送信する方法を  IP Phone に指示できま す。 Cisco IP Phone に設定を送信するには、 Cisco IP 
Phone に接続して いるス イッ チ ポート の CDP を イネーブルにする必要があり ま す （デフォ ル
ト では、 CDP はすべてのス イッ チ インターフェ イスでグローバルにイネーブルです）。

ス イッ チ アク セス  ポート 上で音声 VLAN を設定する必要があり ま す。

音声 VLAN を イネーブルにする前に、 mls qos グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを
入力してス イッ チの  Quality of Service （QoS） を イネーブルにし、 mls qos trust cos インター
フェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力して、 信頼するよ うにポート 信頼状態を設
定するこ と を推奨しま す。

cos value PC から受信したか、 または指定した  Class of Service （CoS） 値を持つ接続装
置から受信した  IEEE 802.1p プラ イオリ ティ を上書き するよ う  IP Phone ポー
ト を設定しま す。指定でき る範囲は 0 ～ 7 です。 7 が も高いプラ イオリ ティ
です。 デフォ ルト は 0 です。

trust PC または接続装置から受信した  IEEE 802.1p プラ イオリ ティ を信頼するよ う
に IP Phone のポート を設定しま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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例 次の例では、 受信した  IEEE 802.1p プラ イオリ ティ を信頼するよ うに、 指定さ れたポート に接
続さ れた  IP Phone を設定する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# switchport priority extend trust

設定を確認するには、show interfaces interface-id switchport 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show interfaces ス イッ チング ポート の管理ステータス および動作ステータスを表示
しま す。

switchport voice vlan ポート に音声 VLAN を設定しま す。
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switchport protected
同じス イッ チの他の保護ポート から送信さ れるレ イヤ 2 のユニキャ スト 、 マ ルチキャ スト 、 お
よびブロードキャ スト  ト ラフィ ッ クを分離するには、 switchport protected インターフェ イス  
コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 ポート で保護をディ セーブルにするには、 こ
のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

switchport protected

no switchport protected 

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト 保護ポート は定義さ れて いません。 すべてのポート が保護さ れて いません。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ス イッ チポート 保護機能はス イッ チ内に限定さ れ、 同一ス イッ チ上の保護ポート 間では、 レ イ
ヤ 3 デバイスを介してだけ通信できま す。 異なるス イッ チ上の保護ポート 間の通信を禁止する
には、 各ス イッ チの保護ポート を一意の  VLAN に設定し、 そのス イッ チ間にト ランク  リ ンク
を設定する必要があり ま す。 保護ポート はセキュ ア ポート と は異なり ま す。

保護ポート は、 同様に保護ポート になって いる他のポート に対して、 ユニキャ スト 、 マ ルチ
キャ スト 、 またはブロードキャ スト  ト ラフィ ッ クを転送しません。 データ  ト ラフィ ッ ク はレ
イヤ 2 の保護ポート 間で転送さ れません。PIM パケッ ト などは CPU で処理さ れてソ フト ウェア
で転送さ れるため、 こ のよ うな制御ト ラフィ ッ ク だけが転送さ れま す。 保護ポート 間を通過す
るすべてのデータ  ト ラフィ ッ ク は、 レ イヤ 3 デバイスを介して転送さ れなければなり ません。

ス イッ チ スタッ ク は論理的には 1 つのス イッ チを表して いるため、 レ イヤ 2 ト ラフィ ッ ク は、
スタッ ク内の同一ス イッ チか異なるス イッ チかにかかわらず、 ス イッ チ スタッ クの保護ポート
間では転送さ れません。

モニタ リ ングするポート およびモニタ リ ングさ れるポート の両方が保護ポート の場合、 ポート  
モニタ リ ングは機能しません。

例 次の例では、 インターフェ イス上で保護ポート を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# switchport protected

設定を確認するには、show interfaces interface-id switchport 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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構文の説明 コマンド 説明

show interfaces 
switchport

ポート  ブロッ キング、 ポート 保護設定など、 ス イッ チング ポート の管
理ステータス および動作ステータスを表示しま す。

switchport block インターフェ イス上で不明なマ ルチキャ スト またはユニキャ スト  ト ラ
フィ ッ クを防ぎま す。
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switchport trunk
インターフェ イスがト ランキング モードの場合に、 ト ランクの特性を設定するには、
switchport trunk インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 ト ランキ
ング特性をデフォ ルト にリ セッ ト するには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

switchport trunk {allowed vlan vlan-list | native vlan vlan-id | pruning vlan vlan-list}

no switchport trunk {allowed vlan | native vlan | {pruning vlan}

構文の説明

vlan-list の形式は、 all | none | [add | remove | except] vlan-atom [,vlan-atom...] です。 各キーワー
ドの意味は、 次のと おり です。

• all は、 1 ～ 4094 のすべての  VLAN を指定しま す。 こ のキーワードは、 リ スト のすべての  
VLAN を同時に設定するこ と を許可し ないコマン ド上では使用できません。

• none は空のリ スト を意味しま す。 特定の  VLAN を設定するか、 または少なく と も  1 つの  
VLAN を設定する必要があるコマン ドでは、 こ のキーワードを使用できません。

• add は現在設定さ れて いる VLAN リ スト を置き換えないで、 定義済み VLAN リ スト を追加
しま す。有効な ID は 1 ～ 1005 です。場合によっては、拡張範囲 VLAN （VLAN ID が 1005 
より 上） を使用できま す。

（注） 許可 VLAN リ スト に拡張範囲 VLAN を追加できま すが、 プルーニング適格 VLAN 
リ スト には追加できません。

カンマを使い、 連続し ない VLAN ID を区切り ま す。 ID の範囲を指定するには、 ハイフン
を使用しま す。

• remove は現在設定さ れて いる VLAN リ スト を置き換えないで、 リ スト から定義済み 
VLAN リ スト を削除しま す。 有効な ID は 1 ～ 1005 です。 場合によっては、 拡張範囲 
VLAN ID を使用できま す。

（注） 許可 VLAN リ スト から拡張範囲 VLAN を削除できま すが、プルーニング適格リ スト
からは削除できません。

カンマを使い、 連続し ない VLAN ID を区切り ま す。 ID の範囲を指定するには、 ハイフン
を使用しま す。

allowed vlan vlan-list ト ランキング モードの場合に、 この インターフェ イス上でタ グ付き形
式のト ラフィ ッ クを送受信でき る許可 VLAN のリ スト を設定しま す。
次の  vlan-list 形式を参照してく ださ い。 none キーワードは無効です。
デフォ ルト は all です。

native vlan vlan-id インターフェ イスが IEEE 802.1Q ト ランキング モードの場合に、 タ グ
なしト ラフィ ッ クを送受信するよ うにネイティ ブ VLAN を設定しま
す。 指定でき る範囲は 1 ～ 4094 です。

pruning vlan vlan-list ト ランキング モードの場合に、 VTP プルーニングに適格な VLAN の
リ スト を設定しま す。 all キーワードは無効です。
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• except は定義済み VLAN リ スト 以外の、計算する必要がある VLAN を示しま す （指定した  
VLAN を除く  VLAN が追加さ れま す）。 有効な ID は 1 ～ 1005 です。 カンマを使い、 連続
し ない VLAN ID を区切り ま す。 ID の範囲を指定するには、 ハイフンを使用しま す。

• vlan-atom は、 1 ～ 4094 内の単一の  VLAN 番号、 または 2 つの  VLAN 番号で指定さ れた連
続した範囲の  VLAN で、 小さ い方の値を先頭にハイフンで区切り ま す。

デフォルト VLAN 1 は、 ポート のデフォ ルト のネイティ ブ VLAN ID です。

すべての  VLAN リ スト のデフォ ルト には、 すべての  VLAN が含ま れま す。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ネイティ ブ VLAN ：

• IEEE 802.1Q ト ランク  ポート で受信さ れたすべてのタ グなしト ラフィ ッ ク は、 ポート に設
定さ れたネイティ ブ VLAN によって転送さ れま す。

• パケッ ト の VLAN ID が送信側ポート のネイティ ブ VLAN ID と 同じであれば、 そのパケッ
ト はタ グなしで送信さ れま す。 ネイティ ブ VLAN ID と 異なる場合は、 ス イッ チはそのパ
ケッ ト をタ グ付き で送信しま す。

• native vlan コマン ドの no 形式は、 ネイティ ブ モード  VLAN を、 デバイスに適したデフォ
ルト  VLAN にリ セッ ト しま す。

許可 VLAN ：

• スパニング ツリ ー ループまたはスト ー ムのリ スクを減ら すには、 許可リ スト から  VLAN 1 
を削除して個々の  VLAN ト ランク  ポート の VLAN 1 をディ セーブルにできま す。ト ランク  
ポート から  VLAN 1 を削除した場合、 インターフェ イスは管理ト ラフィ ッ ク （Cisco 
Discovery Protocol （CDP）、 ポート 集約プロト コ ル （PAgP）、 Link Aggregation Control 
Protocol （LACP）、 ダイナミ ッ ク  ト ランキング プロト コ ル （DTP）、 および VLAN 1 の  
VLAN ト ランキング プロト コ ル （VTP）） を送受信し続けま す。

• allowed vlan コマン ドの no 形式は、 リ スト をデフォ ルト  リ スト （すべての  VLAN を許可）
にリ セッ ト しま す。

ト ランク  プルーニング ：

• プルーニング適格リ スト は、 ト ランク  ポート だけに適用さ れま す。

• ト ランク  ポート ごと に独自の適格リ スト があり ま す。

• VLAN をプルーニングし ない場合は、 プルーニング適格リ スト から  VLAN を削除しま す。
プルーニング不適格の  VLAN は、 フ ラッ ディ ング ト ラフィ ッ クを受信しま す。

• VLAN 1、 VLAN 1002 ～ 1005、 および拡張範囲 VLAN （VLAN 1006 ～ 4094） は、 プルーニ
ングできません。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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例 次の例では、 すべてのタ グなしト ラフィ ッ クを送信するポート のデフォ ルト と して、 VLAN 3 
を設定する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 3

次の例では、 許可リ スト に VLAN 1、 2、 5、 および 6 を追加する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 1,2,5,6

次の例では、プルーニング適格リ スト から  VLAN 3 および 10 ～ 15 を削除する方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# switchport trunk pruning vlan remove 3,10-15

設定を確認するには、show interfaces interface-id switchport 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show interfaces switchport ポート  ブロッ キング、 ポート 保護設定など、 ス イッ チング ポー
ト の管理ステータス および動作ステータスを表示しま す。

switchport mode ポート の VLAN メ ンバーシッ プ モードを設定しま す。
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switchport voice vlan
ポート に音声 VLAN を設定するには、 switchport voice vlan インターフェ イス  コ ンフィ ギュ
レーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使
用しま す。

switchport voice vlan {vlan-id | dot1p | none | untagged}

no switchport voice vlan

構文の説明

デフォルト デフォ ルト では、 ス イッ チは IP Phone を自動設定しません （none）。

デフォ ルト では、 IP Phone はフレー ムにタ グを付けません。 ス イッ チは、 VLAN ID 0 のタ グが
付けら れたすべてのト ラフィ ッ クを ドロッ プしま す。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン レ イヤ 2 アク セス  ポート 上で音声 VLAN を設定する必要があり ま す。

ス イッ チの  Cisco IP Phone に接続して いるス イッ チ ポート 上の Cisco Discovery Protocol （CDP）
を イネーブルにし、 Cisco IP Phone に設定情報を送信する必要があり ま す。 デフォ ルト では、
CDP はインターフェ イス上でグローバルにイネーブルです。

音声 VLAN を イネーブルにする前に、 mls qos グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを
入力してス イッ チの  Quality of Service （QoS） を イネーブルにし、 mls qos trust cos インター
フェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力して、 信頼するよ うにポート 信頼状態を設
定するこ と を推奨しま す。

VLAN ID を入力すると 、 IP Phone は IEEE 802.1Q フレー ムの音声ト ラフィ ッ クを指定さ れた  
VLAN ID タ グ付き で転送しま す。ス イッ チは IEEE 802.1Q 音声ト ラフィ ッ クを音声 VLAN に入
れま す。

vlan-id 音声ト ラフィ ッ ク に使用する VLAN を設定しま す。指定でき る範囲は 1 ～ 4094 
です。 デフォ ルト では、 Cisco IP Phone は IEEE 802.1Q プラ イオリ ティ  5 を使用
して音声ト ラフィ ッ クを転送しま す。

dot1p IEEE 802.1p プラ イオリ ティ  タギングおよび VLAN 0 （ネイティ ブ VLAN） を使
用するよ うにス イッ チを設定しま す。 デフォ ルト では、 Cisco IP Phone は IEEE 
802.1p プラ イオリ ティ  5 を使用して音声ト ラフィ ッ クを転送し、 VLAN 0 のタ
グが付けら れたすべての音声およびデータ  ト ラフィ ッ クを ドロッ プしま す。

none 音声 VLAN に関して  IP Phone に指示しません。IP Phone のキー パッ ドから入力
さ れた設定を使用しま す。

untagged IP Phone をタ グなしの音声ト ラフィ ッ クを送信するよ う設定しま す。 こ れが IP 
Phone のデフォ ルト 設定になり ま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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dot1q、 none、 または untagged を選択した場合、 ス イッ チは指定の音声ト ラフィ ッ ク を アク セ
ス  VLAN に入れま す。

switchport voice vlan dot1q コマン ドを入力すると 、 ス イッ チは VLAN 0 でタ グ付けさ れた  
802.1Q プラ イオリ ティ 音声およびデータ  ト ラフィ ッ クを受信できま す。

すべての設定で、 音声ト ラフィ ッ ク はレ イヤ 2 の  IP precedence 値を運びま す。 音声ト ラフィ ッ
クのデフォ ルト は 5 です。

音声 VLAN が設定さ れた インターフェ イス上でポート  セキュ リ ティ を イネーブルにする場合
は、 ポート の 大セキュ ア アドレス許容数を  2 に設定しま す。 ポート を  Cisco IP Phone に接続
する場合は、 IP Phone に MAC アドレスが 1 つ必要です。 Cisco IP Phone のアドレスは音声 
VLAN 上で学習さ れま すが、 アク セス  VLAN 上では学習さ れません。 1 台の  PC を  Cisco IP 
Phone に接続する場合、 MAC アドレスの追加は必要あり ません。 2 台以上の  PC を  Cisco IP 
Phone に接続する場合、 各 PC に 1 つ、 さ らに Cisco IP Phone に 1 つ割り 当て るよ う十分なセ
キュ ア アドレスを設定する必要があり ま す。

アク セス  VLAN で任意のポート  セキュ リ ティ  タ イプがイネーブルにさ れた場合、 音声 VLAN 
でダイナミ ッ ク  ポート  セキュ リ ティ は自動的にイネーブルになり ま す。

音声 VLAN には、 スタティ ッ ク  セキュ ア MAC アドレスを設定できません。

音声 VLAN を設定すると 、 PortFast 機能が自動的にイネーブルになり ま す。 音声 VLAN をディ
セーブルにしても 、 PortFast 機能は自動的にディ セーブルになり ません。

例 次の例では、 VLAN 2 をポート 用音声 VLAN と して設定しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Switch(config-if)# switchport voice vlan 2

設定を確認するには、show interfaces interface-id switchport 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show interfaces interface-id switchport ス イッ チング ポート の管理ステータス および動作ス
テータスを表示しま す。

switchport priority extend 指定さ れたポート に接続さ れたデバイスが、 着信
ポート で受信したプラ イオリ ティ  ト ラフィ ッ クを処
理する方法を指定しま す。
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system mtu
ギガビッ ト  イーサネッ ト  ポート またはフ ァスト  イーサネッ ト （10/100） ポート の 大パケッ
ト  サイズまたは Maximum Transmission Unit （MTU; 大伝送ユニッ ト ） を設定するには、
system mtu グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 グローバル MTU 値を
デフォ ルト 値に戻すには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

system mtu {bytes | jumbo bytes}

no system mtu

構文の説明

デフォルト すべてのポート のデフォ ルト の  MTU サイズは 1500 バイト です。 

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドでシステ ム MTU またはジャ ンボ MTU のサイズを変更した場合、新し い設定内容
を反映させるには、 ス イッ チを リ セッ ト する必要があり ま す。 システ ム MTU 設定は、
NVRAM のス イッ チ環境変数に保存さ れ、 ス イッ チがリ ロードした時点で有効になり ま す。
system mtu コマン ドおよび system mtu jumbo コマン ドで入力した  MTU 設定は、 copy 
running-config startup-config 特権 EXEC コマン ドを入力しても 、 ス イッ チ IOS コ ンフィ ギュ
レーショ ン フ ァイ ルに保存さ れません。 したがって、 TFTP を使用し、 バッ ク アッ プ コ ンフィ
ギュレーショ ン フ ァイ ルで新し いス イッ チを設定して、 システ ム MTU をデフォ ルト 以外の値
にしたい場合、 新し いス イッ チ上で system mtu および system mtu jumbo を明示的に設定し、
ス イッ チを リ ロー ドする必要があり ま す。

1000 Mbps で稼動して いるギガビッ ト  イーサネッ ト  ポート は system mtu コマン ドによ る影響
を受けません。 10/100 Mbps ポート は system mtu jumbo コマン ドによ る影響を受けません。

特定のス イッ チ タ イプに許容範囲外の値を入力すると 、 値が拒否さ れま す。

（注） ス イッ チは、 インターフェ イス ごと の  MTU の設定をサポート しません。

bytes 10 または 100 Mbps に設定さ れて いるポート のシステ ム MTU を設定
しま す。 指定でき る範囲は 1500 ～ 1998 バイト です。 こ れは、 10/100 
Mbps イーサネッ ト  ス イッ チ ポート で受信する 大 MTU です。

jumbo bytes 1000 Mbps 以上で稼動して いるギガビッ ト  イーサネッ ト  ポート のシス
テ ム ジャ ンボ MTU を設定しま す。 指定でき る範囲は 1500 ～ 9000 バ
イト です。 こ れは、 ギガビッ ト  イーサネッ ト  ポート の物理ポート で
受信する 大 MTU です。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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ス イッ チの  CPU で受信でき るフレー ム サイズは、 system mtu コマン ドで入力した値に関係な
く 、 1998 バイト に制限さ れま す。 転送さ れたフレー ムまたはルーテッ ド  フレー ムは、 通常 
CPU では受信しませんが、 一部のパケッ ト （制御ト ラフィ ッ ク 、 SNMP、 Telnet、 およびルー
ティ ング プロト コ ルなど） は CPU に送信さ れま す。

たと えば、 system mtu 値が 1998 バイト で、 system mtu jumbo 値が 5000 バイト の場合、 1000 
Mbps で稼動するインターフェ イスでは、 大 5000 バイト のパケッ ト を受信できま す。 ただ
し、 1998 バイト を超えるパケッ ト は 1000 Mbps で稼動するインターフェ イスで受信できま す
が、 宛先インターフェ イスが 10 または 100 Mbps で稼動して いる場合、 パケッ ト は ドロッ プさ
れま す。

例 次の例では、1000 Mbps 以上で稼動して いるギガビッ ト  イーサネッ ト  ポート の 大ジャ ンボ パ
ケッ ト  サイズを  1800 バイト に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# system mtu jumbo 1800
Switch(config)# exit
Switch# reload

設定を確認するには、 show system mtu 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show system mtu フ ァスト  イーサネッ ト  ポート およびギガビッ ト  イー
サネッ ト  ポート に設定さ れたパケッ ト  サイズを表示
しま す。
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test cable-diagnostics tdr
インターフェ イス上で Time Domain Reflector （TDR） 機能を実行するには、 test 
cable-diagnostics tdr 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

test cable-diagnostics tdr interface interface-id 

構文の説明

デフォルト デフォ ルト 設定はあり ません。

コマンド  モード 特権 EXEC 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン TDR は、 銅線のイーサネッ ト  10/100 および 10/100/1000 ポート でサポート さ れま す。 SFP モ
ジュール ポート ではサポート さ れません。 TDR の詳細については、 こ のリ リ ースに対応する
ソ フト ウェア コ ンフィ ギュレーショ ン ガイ ドを参照してく ださ い。

test cable-diagnostics tdr interface interface-id コマン ドを使用して  TDR を実行した後、 結果を
表示するには show cable-diagnostics tdr interface interface-id 特権 EXEC コマン ドを使用しま
す。

例 次の例では、 インターフェ イス上で TDR を実行する方法を示しま す。

Switch# test cable-diagnostics tdr interface gigabitethernet1/0/2
TDR test started on interface Gi1/0/2
A TDR test can take a few seconds to run on an interface
Use 'show cable-diagnostics tdr' to read the TDR results.

インターフェ イスのリ ンク  ステータスがアッ プ状態で速度が 10 Mb/s または 100 Mb/s である場
合、 test cable-diagnostics tdr interface interface-id コマン ドを入力すると 、 次のメ ッ セージが表
示さ れま す。

Switch# test cable-diagnostics tdr interface gigabitethernet1/0/3
TDR test on Gi1/0/3 will affect link state and traffic
TDR test started on interface Gi1/0/3
A TDR test can take a few seconds to run on an interface
Use 'show cable-diagnostics tdr' to read the TDR results.

関連コマンド

interface-id TDR を実行するインターフェ イスを指定しま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。

コマンド  説明

show cable-diagnostics tdr TDR 結果が表示さ れま す。
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traceroute mac
指定の送信元 MAC アドレスから指定の宛先 MAC アドレスまでを通過するパケッ ト のレ イヤ 2 
パスを表示するには、 traceroute mac 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

traceroute mac [interface interface-id] {source-mac-address} [interface interface-id] 
{destination-mac-address} [vlan vlan-id] [detail]

構文の説明

デフォルト デフォ ルト 設定はあり ません。

コマンド  モード 特権 EXEC 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン レ イヤ 2 の  traceroute を適切に機能させるには、 Cisco Discovery Protocol （CDP） がネッ ト ワー
クのすべてのス イッ チでイネーブルになって いる必要があり ま す。 CDP をディ セーブルにする
こ と は避けてく ださ い。

ス イッ チがレ イヤ 2 パス内でレ イヤ 2 traceroute をサポート して いないデバイスを検知した場
合、 ス イッ チはレ イヤ 2 trace ク エリ ーを送信し続け、 タ イ ムアウト にしま す。

パス内で識別可能なホッ プ カ ウント は 10 です。

レ イヤ 2 traceroute はユニキャ スト  ト ラフィ ッ ク だけをサポート しま す。 マ ルチキャ スト の送
信元または宛先 MAC アドレスを指定しても 、 物理的なパスは識別さ れず、 エラー メ ッ セージ
が表示さ れま す。

指定さ れた送信元および宛先アドレスが同じ  VLAN にある場合、 traceroute mac コマン ド出力
はレ イヤ 2 パスを表示しま す。 異なる VLAN にある送信元および宛先アドレスを指定した場
合、 レ イヤ 2 パスは識別さ れず、 エラー メ ッ セージが表示さ れま す。

送信元または宛先 MAC アドレスが複数の  VLAN にある場合、 送信元および宛先 MAC アドレ
ス両方の属する VLAN を指定する必要があり ま す。 VLAN が指定さ れないと 、 パスは識別さ れ
ず、 エラー メ ッ セージが表示さ れま す。

interface interface-id （任意） 送信元または宛先ス イッ チ上の インターフェ イスを指定し
ま す。

source-mac-address 送信元ス イッ チの  MAC アドレスを指定しま す （16 進数）。

destination-mac-address 宛先ス イッ チの  MAC アドレスを指定しま す （16 進数）。

vlan vlan-id （任意） 送信元ス イッ チから宛先ス イッ チを通過するパケッ ト のレ
イヤ 2 のパスをト レース する VLAN を指定しま す。 指定でき る 
VLAN ID の範囲は 1 ～ 4094 です。

detail （任意） 詳細情報を表示するよ う指定しま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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複数の装置がハブを介して  1 つのポート に接続さ れて いる場合 （たと えば、 複数の  CDP ネイ
バーがポート で検出さ れるなど）、 レ イヤ 2 traceroute 機能はサポート さ れません。 複数の  CDP 
ネイバーが 1 つのポート で検出さ れた場合、 レ イヤ 2 パスは特定さ れず、 エラー メ ッ セージが
表示さ れま す。

こ の機能は、 ト ーク ンリ ング VLAN ではサポート さ れません。

例 次の例では、 送信元および宛先 MAC アドレスを指定するこ と で、 レ イヤ 2 のパスを表示する
方法を示しま す。

Switch# traceroute mac 0000.0201.0601 0000.0201.0201
Source 0000.0201.0601 found on con6[switch_mmodel] (2.2.6.6)
con6 (2.2.6.6) :Gi0/1 => Gi0/3
con5                 (2.2.5.5        )  : Gi0/3 => Gi0/1
con1                 (2.2.1.1        )  : Gi0/1 => Gi0/2
con2                 (2.2.2.2        )  : Gi0/2 => Gi0/1
Destination 0000.0201.0201 found on con2[WS-C3550-24] (2.2.2.2)
Layer 2 trace completed

次の例では、 detail キーワードを使用するこ と で、 レ イヤ 2 のパスを表示する方法を示しま す。

Switch# traceroute mac 0000.0201.0601 0000.0201.0201 detail
Source 0000.0201.0601 found on con6[switch_mmodel] (2.2.6.6)
con6 /switch_mmodel/ 2.2.6.6 :
        Gi0/2 [auto, auto] => Gi0/3 [auto, auto]
con5 / switch_mmodel / 2.2.5.5 :
        Fa0/3 [auto, auto] => Gi0/1 [auto, auto]
con1 / switch_mmodel / 2.2.1.1 :
        Gi0/1 [auto, auto] => Gi0/2 [auto, auto]
con2 /switch_mmodel / 2.2.2.2 :
        Gi0/2 [auto, auto] => Fa0/1 [auto, auto]
Destination 0000.0201.0201 found on con2[WS-C3550-24] (2.2.2.2)
Layer 2 trace completed.

次の例では、 送信元および宛先ス イッ チのインターフェ イスを指定するこ と で、 レ イヤ 2 のパ
スを表示する方法を示しま す。

Switch# traceroute mac interface fastethernet0/1 0000.0201.0601 interface fastethernet0/3 
0000.0201.0201
Source 0000.0201.0601 found on con6[switch_mmodel] (2.2.6.6)
con6 (2.2.6.6) :Gi0/1 => Gi0/3
con5                 (2.2.5.5        )  : Gi0/3 => Gi0/1
con1                 (2.2.1.1        )  : Gi0/1 => G0/2
con2                 (2.2.2.2        )  : Gi0/2 => Gi0/1
Destination 0000.0201.0201 found on con2[WS-C3550-24] (2.2.2.2)
Layer 2 trace completed

次の例では、 ス イッ チが送信元ス イッ チに接続さ れて いない場合のレ イヤ 2 のパスを示しま
す。

Switch# traceroute mac 0000.0201.0501 0000.0201.0201 detail
Source not directly connected, tracing source .....
Source 0000.0201.0501 found on con5[switch_mmodel] (2.2.5.5)
con5 / switch_mmodel / 2.2.5.5 :
        Gi0/1 [auto, auto] => Gi0/3 [auto, auto]
con1 / switch_mmodel / 2.2.1.1 :
        Gi0/1 [auto, auto] => Gi0/2 [auto, auto]
con2 / switch_mmodel / 2.2.2.2 :
        Gi0/2 [auto, auto] => Fa0/1 [auto, auto]
Destination 0000.0201.0201 found on con2[WS-C3550-24] (2.2.2.2)
Layer 2 trace completed.
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次の例では、 送信元 MAC アドレスの宛先ポート が見つからない場合のレ イヤ 2 のパスを示し
ま す。

Switch# traceroute mac 0000.0011.1111 0000.0201.0201
Error:Source Mac address not found. 
Layer2 trace aborted.

次の例では、 送信元および宛先デバイスが異なる VLAN にある場合のレ イヤ 2 のパスを示しま
す。

Switch# traceroute mac 0000.0201.0601 0000.0301.0201
Error:Source and destination macs are on different vlans. 
Layer2 trace aborted.

次の例では、 宛先 MAC アドレスがマ ルチキャ スト  アドレスの場合のレ イヤ 2 のパスを示しま
す。

Switch# traceroute mac 0000.0201.0601 0100.0201.0201
Invalid destination mac address

次の例では、 送信元および宛先ス イッ チが複数の  VLAN にある場合のレ イヤ 2 のパスを示して
いま す。

Switch# traceroute mac 0000.0201.0601 0000.0201.0201
Error:Mac found on multiple vlans.
Layer2 trace aborted.

関連コマンド コマンド 説明

traceroute mac ip 指定の送信元 IP アドレスまたはホスト 名から、 指定の宛先 IP アドレス
またはホスト 名を通過するパケッ ト のレ イヤ 2 パスを表示しま す。
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traceroute mac ip
指定の送信元 IP アドレスまたはホスト 名から、 指定の宛先 IP アドレスまたはホスト 名までを
通過するパケッ ト のレ イヤ 2 パスを表示するには、 traceroute mac ip 特権 EXEC コマン ドを使
用しま す。

traceroute mac ip {source-ip-address | source-hostname} {destination-ip-address | 
destination-hostname} [detail]

構文の説明

デフォルト デフォ ルト 設定はあり ません。

コマンド  モード 特権 EXEC 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン レ イヤ 2 の  traceroute を適切に機能させるには、 Cisco Discovery Protocol （CDP） がネッ ト ワー
クのすべてのス イッ チでイネーブルになって いる必要があり ま す。 CDP をディ セーブルにする
こ と は避けてく ださ い。

ス イッ チがレ イヤ 2 パス内でレ イヤ 2 traceroute をサポート して いないデバイスを検知した場
合、 ス イッ チはレ イヤ 2 trace ク エリ ーを送信し続け、 タ イ ムアウト にしま す。

パス内で識別可能なホッ プ カ ウント は 10 です。

指定さ れた送信元および宛先の  IP アドレスが同一のサブネッ ト 内にある場合、 traceroute mac 
ip コマン ド出力はレ イヤ 2 パスを表示しま す。 IP アドレスを指定した場合、 ス イッ チはアドレ
ス解決プロト コ ル （ARP） を使用し、 IP アドレスと それに対応する MAC アドレス および 
VLAN ID を関連付けま す。

• 指定の  IP アドレスの  ARP のエント リ が存在して いる場合、 ス イッ チは関連付けら れた  
MAC アドレスを使用し、 物理パスを識別しま す。

• ARP のエント リ が存在し ない場合、 ス イッ チは ARP ク エリ ーを送信し、 IP アドレスを解
決し よ うと 試みま す。 IP アドレスは同一のサブネッ ト にある必要があり ま す。 IP アドレス
が解決さ れないと 、 パスは識別さ れず、 エラー メ ッ セージが表示さ れま す。

source-ip-address 送信元ス イッ チの  IP アドレスを、 32 ビッ ト の値で指定しま す
（ ドッ ト 付き  10 進数）。

destination-ip-address 宛先ス イッ チの  IP アドレスを、 32 ビッ ト の値で指定しま す （ ドッ
ト 付き  10 進数）。

source-hostname 送信元ス イッ チの  IP ホスト 名を指定しま す。

destination-hostname 宛先ス イッ チの  IP ホスト 名を指定しま す。

detail （任意） 詳細情報を表示するよ う指定しま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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複数の装置がハブを介して  1 つのポート に接続さ れて いる場合 （たと えば、 複数の  CDP ネイ
バーがポート で検出さ れるなど）、 レ イヤ 2 traceroute 機能はサポート さ れません。 複数の  CDP 
ネイバーが 1 つのポート で検出さ れた場合、 レ イヤ 2 パスは特定さ れず、 エラー メ ッ セージが
表示さ れま す。

こ の機能は、 ト ーク ンリ ング VLAN ではサポート さ れません。

例 次の例では、 detail キーワードを使用して、 送信元および宛先 IP アドレスを指定するこ と で、
レ イヤ 2 のパスを表示する方法を示しま す。

Switch# traceroute mac ip 2.2.66.66 2.2.22.22 detail
Translating IP to mac ..... 
2.2.66.66 => 0000.0201.0601
2.2.22.22 => 0000.0201.0201

Source 0000.0201.0601 found on con6[WS-C2950G-24-EI] (2.2.6.6)
con6 / switch_mmodel / 2.2.6.6 :
        Gi0/1 [auto, auto] => Gi0/3 [auto, auto]
con5 / switch_mmodel / 2.2.5.5 :
        Fa0/3 [auto, auto] => Gi0/1 [auto, auto]
con1 / switch_mmodel / 2.2.1.1 :
        Gi0/1 [auto, auto] => Gi0/2 [auto, auto]
con2 / switch_mmodel / 2.2.2.2 :
        Gi0/2 [auto, auto] => Fa0/1 [auto, auto]
Destination 0000.0201.0201 found on con2[WS-C3550-24] (2.2.2.2)
Layer 2 trace completed.

次の例では、 送信元および宛先ホスト 名を指定するこ と で、 レ イヤ 2 のパスを表示する方法を
示しま す。

Switch# traceroute mac ip con6 con2
Translating IP to mac ..... 
2.2.66.66 => 0000.0201.0601
2.2.22.22 => 0000.0201.0201

Source 0000.0201.0601 found on con6
con6 (2.2.6.6) :Gi0/1 => Gi0/3
con5                 (2.2.5.5        )  : Gi0/3 => Gi0/1
con1                 (2.2.1.1        )  : Gi0/1 => Gi0/2
con2                 (2.2.2.2        )  : Gi0/2 => Fa0/1
Destination 0000.0201.0201 found on con2
Layer 2 trace completed

次の例では、 ARP が送信元 IP アドレスと 対応する MAC アドレスを関連付けら れない場合の、
レ イヤ 2 のパスを示しま す。

Switch# traceroute mac ip 2.2.66.66 2.2.77.77
Arp failed for destination 2.2.77.77.
Layer2 trace aborted.

関連コマンド コマンド 説明

traceroute mac 指定の送信元 MAC アドレスから、 指定の宛先 MAC アドレスまでをパ
ケッ ト が通過するレ イヤ 2 パスを表示しま す。
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trust
class ポリ シー マッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドまたは class-map グローバル コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドで分類さ れたト ラフィ ッ クの信頼状態を定義するには、 trust ポリ
シー マッ プ ク ラス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すに
は、 こ のコマン ドの no 形式を使用しま す。

trust [cos | dscp | ip-precedence]

no trust [cos | dscp | ip-precedence]

構文の説明

デフォルト アクショ ンは信頼さ れて いません。 キーワードを指定せずにコマン ドを入力した場合、 デフォ
ルト は dscp です。

コマンド  モード ポリ シー マッ プ ク ラス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 特定のト ラフィ ッ クの Quality of Service （QoS） の信頼動作を他のト ラフィ ッ ク と 区別するた
めに、 こ のコマン ドを使用しま す。 たと えば、 特定の  DSCP 値を持つ着信ト ラフィ ッ ク が信頼
さ れま す。 着信ト ラフィ ッ クの  DSCP 値と 一致し、 信頼するク ラス  マッ プを設定できま す。

こ のコマン ドで設定さ れた信頼性の値は、 mls qos trust インターフェ イス  コ ンフィ ギュレー
ショ ン コマン ドで設定さ れた信頼性の値を上書き しま す。

trust コマン ドは、 同一ポリ シー マッ プ内の  set ポリ シー マッ プ ク ラス  コ ンフィ ギュレーショ
ン コマン ドと 相互に排他的な関係にあり ま す。

trust cos を指定した場合、 QoS は受信した  CoS 値、 またはデフォ ルト  ポート の CoS 値および 
CoS/DSCP マッ プを使用して、 パケッ ト の  DSCP 値を生成しま す。

cos （任意） パケッ ト の Class of Service （CoS） 値を使用して、 入力パケッ ト を
分類しま す。 タ グのない IP パケッ ト の場合、 ポート のデフォ ルト の CoS 
値が使用さ れま す。

dscp （任意） パケッ ト の Differentiated Service Code Point （DSCP; DiffServ コー ド  
ポイント ） 値 （8 ビッ ト  サービス  タ イプ フィ ールドの上位 6 ビッ ト ） を使
用するこ と により 、 入力パケッ ト を分類しま す。 パケッ ト がタ グ付きの場
合、 非 IP パケッ ト にはパケッ ト の CoS 値が使用さ れま す。 パケッ ト がタ
グなしの場合、 CoS の  DSCP マッ ピングにデフォ ルト  ポート の CoS 値が使
用さ れま す。

ip-precedence （任意） パケッ ト の IP precedence 値 （8 ビッ ト  サービスタ イプ フィ ールド
の上位 3 ビッ ト ） を使用して、 入力パケッ ト を分類しま す。 パケッ ト がタ
グ付きの場合、 非 IP パケッ ト にはパケッ ト の CoS 値が使用さ れま す。 パ
ケッ ト がタ グなしの場合、 CoS の  DSCP マッ ピングにポート のデフォ ルト  
CoS 値が使用さ れま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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trust dscp を指定した場合、 QoS は入力パケッ ト から  DSCP 値を使用しま す。 タ グ付きの非 IP 
パケッ ト に対しては、 QoS は受信した  CoS 値を、 タ グなしの非 IP パケッ ト に対しては、 デ
フォ ルト  ポート の CoS 値を使用しま す。 どちらの場合も 、 パケッ ト の  DSCP 値は CoS/DSCP 
マッ プから抽出さ れま す。

trust ip-precedence を指定した場合、 QoS は入力パケッ ト および IP precedence/DSCP マッ プか
ら  IP precedence 値を使用しま す。 タ グ付きの非 IP パケッ ト に対しては、 QoS は受信した  CoS 
値を、 タ グなしの非 IP パケッ ト に対しては、 デフォ ルト  ポート の CoS 値を使用しま す。 どち
らの場合も 、 パケッ ト の DSCP 値は CoS/DSCP マッ プから抽出さ れま す。

ポリ シー マッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン モードに戻るには、 exit コマン ドを使用しま す。 特
権 EXEC モードに戻るには、 end コマン ドを使用しま す。

例 次の例では、 class1 で分類さ れたト ラフィ ッ クの着信 DSCP 値を信頼するよ うにポート 信頼状
態を定義する方法を示しま す。

Switch(config)# policy-map policy1
Switch(config-pmap)# class class1
Switch(config-pmap-c)# trust dscp
Switch(config-pmap-c)# police 1000000 20000 exceed-action policed-dscp-transmit
Switch(config-pmap-c)# exit

設定を確認するには、 show policy-map 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

class 指定さ れたク ラスマッ プ名のト ラフィ ッ ク分類一致条件
（police、 set、 および trust ポリ シー マッ プ ク ラス  コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドによ る） を定義しま す。

police 分類したト ラフィ ッ ク にポリ サーを定義しま す。

policy-map 複数のポート に接続可能なポリ シー マッ プを作成または変更
して、 サービス  ポリ シーを指定しま す。

set パケッ ト に DSCP 値または IP precedence 値を設定するこ と に
よって、 IP ト ラフィ ッ クを分類しま す。

show policy-map QoS ポリ シー マッ プを表示しま す。
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udld 
UniDirectional Link Detection （UDLD; 単方向リ ンク検出） でアグレッ シブ モードまたはノ ーマ
ル モードを イネーブルにし、 設定可能なメ ッ セージ タ イマー時間を設定するには、 udld グ
ローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 すべての光フ ァイバ ポート でアグ
レッ シブ モードまたはノ ーマ ル モードの  UDLD をディ セーブルにするには、 こ のコマン ドの  
no 形式を使用しま す。

udld {aggressive | enable | message time message-timer-interval}

no udld {aggressive | enable | message}

構文の説明

デフォルト すべてのインターフェ イスで UDLD はディ セーブルです。

メ ッ セージ タ イマーは 15 秒に設定さ れま す。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン 

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン UDLD は、 ノ ーマ ル （デフォ ルト ） と アグレッ シブの  2 つの動作モードをサポート して いま
す。 ノ ーマ ル モードでは、 UDLD は、 光フ ァイバ接続において誤って接続さ れた インターフェ
イスによ る単一方向リ ンクを検出しま す。 アグレッ シブ モードでは、 UDLD はまた、 光フ ァイ
バおよびツイスト ペア リ ンクの単一方向ト ラフィ ッ ク によ る単一方向リ ンク、 および光フ ァイ
バ リ ンク において誤って接続さ れた インターフェ イスによ る単一方向リ ンクを検出しま す。
ノ ーマ ル モードおよびアグレッ シブ モードの詳細については、 こ のリ リ ースに対応するソ フ
ト ウェア コ ンフィ ギュレーショ ン ガイ ドの 「Understanding UDLD」 の項を参照してく ださ い。

プローブ パケッ ト 間のメ ッ セージ時間を変更する場合、 検出速度と  CPU 負荷のト レードオフ
を行って いるこ と になり ま す。 時間を減少させると 、 検出応答を高速にするこ と ができま す
が、 CPU の負荷も高く なり ま す。

こ のコマン ドが作用するのは、 光フ ァイバ インターフェ イスだけです。 他のインターフェ イス  
タ イプで UDLD を イネーブルにする場合は、 udld インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン 
コマン ドを使用しま す。

aggressive すべての光フ ァイバ インターフェ イスにおいて、 アグレッ シブ モー
ドで UDLD を イネーブルにしま す。

enable すべての光フ ァイバ インターフェ イスにおいて、 ノ ーマ ル モードで 
UDLD を イネーブルにしま す。

message time 
message-timer-interval

アドバタ イズ フェーズにあり 、 双方向と 判別さ れたポート における 
UDLD プローブ メ ッ セージ間の時間間隔を設定しま す。 指定でき る
範囲は 7 ～ 90 秒です。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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UDLD によってシャッ ト ダウンさ れた インターフェ イスを リ セッ ト するのに、 次のコマン ドを
使用しま す。

• udld reset 特権 EXEC コマン ド ： UDLD によってシャッ ト ダウンさ れたすべてのインター
フェ イスを リ セッ ト しま す。

• shutdown および no shutdown インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ド

• no udld enable グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドの後に udld {aggressive | 
enable} グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力 ： グローバルに UDLD を再び
イネーブルにしま す。

• no udld port インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドの後に udld port または 
udld port aggressive インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力 ：指定さ れ
た インターフェ イスの  UDLD を再びイネーブルにしま す。

• errdisable recovery cause udld および errdisable recovery interval interval グローバル コ ン
フィ ギュレーショ ン コマン ド ： 自動的に UDLD errdisable ステート から回復しま す。

例 次の例では、 すべての光フ ァイバ インターフェ イスで UDLD を イネーブルにする方法を示し
ま す。

Switch(config)# udld enable

設定を確認するには、 show udld 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show udld すべてのポート または指定さ れたポート の  UDLD の管理ス
テータス および動作ステータスを表示しま す。

udld port 個々の インターフェ イスで UDLD を イネーブルにするか、 ま
たは光フ ァイバ インターフェ イスが udld グローバル コ ン
フィ ギュレーショ ン コマン ドによって イネーブルになるのを
防ぎま す。

udld reset UDLD によってシャッ ト ダウンさ れたすべての インターフェ
イスを リ セッ ト し、 ト ラフィ ッ クを再び通過させるよ うにし
ま す。
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udld port
個々のインターフェ イスで UniDirectional Link Detection （UDLD; 単方向リ ンク検出） を イネー
ブルにするか、 または光フ ァイバ インターフェ イスが udld グローバル コ ンフィ ギュレーショ
ン コマン ドによって イネーブルにさ れるのを防ぐには、 udld port インターフェ イス  コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 udld グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ド設
定に戻したり 、 非光フ ァイバ ポート で入力さ れた場合に UDLD をディ セーブルにしたり する
には、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

udld port [aggressive]

no udld port [aggressive]

構文の説明

デフォルト 光フ ァイバ インターフェ イスでは、 UDLD はイネーブル、 アグレッ シブ モード、 ディ セーブ
ルのいずれでも あり ません。 こ のため、 光フ ァイバ インターフェ イスは、 udld enable または 
udld aggressive グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドのステート に従い UDLD を イ
ネーブルにしま す。

非光フ ァイバ インターフェ イスでは、 UDLD はディ セーブルです。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン UDLD 対応ポート が別のス イッ チの  UDLD 非対応ポート に接続さ れて いる場合、 こ のポート は
単一方向リ ンクを検出できません。

UDLD は、 ノ ーマ ル （デフォ ルト ） と アグレッ シブの  2 つの動作モードをサポート して いま
す。 ノ ーマ ル モードでは、 UDLD は、 光フ ァイバ接続において誤って接続さ れた インターフェ
イスによ る単一方向リ ンクを検出しま す。 アグレッ シブ モードでは、 UDLD はまた、 光フ ァイ
バおよびツイスト ペア リ ンクの単一方向ト ラフィ ッ ク によ る単一方向リ ンク、 および光フ ァイ
バ リ ンク において誤って接続さ れた インターフェ イスによ る単一方向リ ンクを検出しま す。
ノ ーマ ル モードおよびアグレッ シブ モードの詳細については、 こ のリ リ ースに対応するソ フ
ト ウェア コ ンフィ ギュレーショ ン ガイ ドの 「Configuring UDLD」 の章を参照してく ださ い。

UDLD をノ ーマ ル モードでイネーブルにするには、 udld port インターフェ イス  コ ンフィ ギュ
レーショ ン コマン ドを使用しま す。 UDLD を アグレッ シブ モードでイネーブルにするには、
udld port aggressive インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。

UDLD の制御を  udld enable グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドに戻したり 、 UDLD 
を非光フ ァイバ ポート でディ セーブルにしたり する場合は、光フ ァイバ ポート で no udld port 
コマン ドを使用しま す。

aggressive 指定さ れた インターフェ イスにおいて、 アグレッ シブ モードで 
UDLD を イネーブルにしま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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udld enable または udld aggressive グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドの設定を無効
にする場合は、光フ ァイバ ポート で udld port aggressive コマン ドを使用しま す。こ の設定を削
除して  UDLD イネーブル化の制御を  udld グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドに戻し
たり 、 UDLD を非光フ ァイバ ポート でディ セーブルにしたり する場合は、 光フ ァイバ ポート
で no 形式を使用しま す。

UDLD によってシャッ ト ダウンさ れた インターフェ イスを リ セッ ト するのに、 次のコマン ドを
使用しま す。

• udld reset 特権 EXEC コマン ド ： UDLD によってシャッ ト ダウンさ れたすべてのインター
フェ イスを リ セッ ト しま す。

• shutdown および no shutdown インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ド

• no udld enable グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドの後に udld {aggressive | 
enable} グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力 ： グローバルに UDLD を再び
イネーブルにしま す。

• no udld port インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドの後に udld port または 
udld port aggressive インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを入力 ：指定さ れ
た インターフェ イスの  UDLD を再びイネーブルにしま す。

• errdisable recovery cause udld および errdisable recovery interval interval グローバル コ ン
フィ ギュレーショ ン コマン ド ： 自動的に UDLD errdisable ステート から回復しま す。

例 次の例では、 ポート 上で UDLD を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet6/0/1
Switch(config-if)# udld port 

次の例では、 udld グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドの設定に関係なく 、 光フ ァイ
バ インターフェ イス上で UDLD をディ セーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# interface gigabitethernet6/0/1
Switch(config-if)# no udld port

設定を確認するには、 show running-config または show udld interface 特権 EXEC コマン ドを入
力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show running-config ス イッ チの実行コ ンフィ ギュレーショ ンを表示しま す。

show udld すべてのポート または指定さ れたポート の  UDLD の管理ステー
タス および動作ステータスを表示しま す。

udld UDLD のアグレッ シブ モードまたはノ ーマ ル モードを イネーブ
ルにするか、 または設定可能なメ ッ セージ タ イマーの時間を設
定しま す。

udld reset UDLD によってシャッ ト ダウンさ れたすべてのインターフェ イ
スを リ セッ ト し、 ト ラフィ ッ クを再び通過させるよ うにしま す。
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udld reset
UniDirectional Link Detection （UDLD; 単方向リ ンク検出） により ディ セーブルにさ れた イン
ターフェ イスを すべて リ セッ ト し、 インターフェ イスのト ラフィ ッ クを再開させるには、 udld 
reset 特権 EXEC コマン ドを使用しま す （イネーブルの場合には、 スパニング ツリ ー、 Port 
Aggregation Protocol （PAgP; ポート 集約プロト コ ル）、 Dynamic Trunking Protocol （DTP; ダイナ
ミ ッ ク  ト ランキング プロト コ ル） などの他の機能を介するこ と で有効になり ま す）。

udld reset

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン インターフェ イスの設定で、 UDLD がまだイネーブルである場合、 こ れらのポート は再び 
UDLD の稼動を開始し、 問題が修正さ れて いない場合には同じ理由でディ セーブルになり ま
す。

例 次の例では、 UDLD によってディ セーブルにさ れたすべてのインターフェ イスを リ セッ ト する
方法を示しま す。

Switch# udld reset
1 ports shutdown by UDLD were reset.

設定を確認するには、 show udld 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。

コマンド 説明

show running-config ス イッ チの実行コ ンフィ ギュレーショ ンを表示しま す。

show udld すべてのポート または指定さ れたポート の  UDLD の管理ステー
タス および動作ステータスを表示しま す。

udld UDLD のアグレッ シブ モードまたはノ ーマ ル モードを イネーブ
ルにするか、 または設定可能なメ ッ セージ タ イマーの時間を設
定しま す。

udld port 個々の インターフェ イスで UDLD を イネーブルにするか、 また
は光フ ァイバ インターフェ イスが udld グローバル コ ンフィ ギュ
レーショ ン コマン ドによって イネーブルになるのを防ぎま す。
2-798
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リ フ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
  usb-inactivity-timeout
usb-inactivity-timeout
USB コ ンソールの非アク ティ ビティ  タ イ ムアウト を設定するには、 コ ンソール ラ イン コ ン
フィ ギュレーショ ン モードで、 usb-inactivity-timeout コマン ドを使用しま す。 非アク ティ ビ
ティ  タ イ ムアウト を削除するには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

usb-inactivity-timeout minutes

no usb-inactivity-timeout minutes

（注） こ のコマン ドは、Catalyst 2960-S および Catalyst 2960-C ス イッ チでのみサポート さ れて いま す。

çï¹ÇÃê‡ñæ

デフォルト 非アク ティ ビティ  タ イ ムアウト は設定さ れて いません。

コマンド  モード ラ イン コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン ス イッ チに非アク ティ ビティ  タ イ ムアウト を設定できま す。 こ れを設定すると 、 USB コ ン
ソールがアク ティ ブなと き に、 指定さ れた期間、 USB コ ンソールに対して いかなる入力アク
ティ ビティ も発生し なかった場合、 RJ-45 コ ンソールがアク ティ ブになり ま す。 非アク ティ ビ
ティ  タ イ ムアウト のために USB コ ンソールが非アク ティ ブになった場合、 USB ケーブルを取
り 外して再度接続すると 、 動作を元に戻すこ と ができま す。

例 次の例では、 非アク ティ ビティ  タ イ ムアウト を設定する方法を示しま す。

Switch# configure terminal
Switch(config)# line console 0
Switch(config-line)# usb-inactivity-timeout 60

USB コ ンソールで 60 分間入力がない場合、 コ ンソールは RJ-45 に変わり 、 非アク ティ ビティ  
タ イ ムアウト を示すシステ ム メ ッ セージ ロ グが表示さ れま す。

関連コマンド

minutes USB コ ンソールでアク ティ ビティ がないこ と が原因で、 コ ンソール ポート
を  RJ-45 ポート に変更するまでの時間 （分） 指定でき る範囲は 1 ～ 240 です。
デフォ ルト は、 タ イ ムアウト なしです。

リ リース 変更箇所

12.2(53)SE1 このコマン ドが追加さ れま した。

コマンド 説明

no media-type rj45 コ ンソールポート が手動で RJ-45 ポート に設定さ れて いた場合は、
USB ポート と して リ セッ ト しま す。
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vlan 
VLAN を追加して  config-vlan モードを開始するには、 vlan グローバル コ ンフィ ギュレーショ
ン コマン ドを使用しま す。 VLAN を削除する場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。
標準範囲 VLAN （VLAN ID 1 ～ 1005） のコ ンフィ ギュレーショ ン情報は、 常に VLAN データ
ベースに保存さ れま す。 VLAN Trunking Protocol （VTP） モー ドがト ランスペアレ ント の場合
は、 拡張範囲 VLAN （VLAN ID が 1006 以上） を作成するこ と ができ、 VTP モード、 ドメ イン
名、 および VLAN 設定は、 ス イッ チの実行コ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ルに保存さ れま す。
copy running-config startup-config 特権 EXEC コマン ドを使用すれば、 ス イッ チ スタート アッ
プ コ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ルに設定を保存できま す。

vlan vlan-id

no vlan vlan-id

構文の説明

デフォルト こ のコマン ドにはデフォ ルト 設定があり ません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 拡張範囲 VLAN （VLAN ID 1006 ～ 4094） を追加するには、 vlan vlan-id グローバル コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを使用してく ださ い。 拡張範囲で VLAN を設定する前に、 vtp 
transparent グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドまたは VLAN コ ンフィ ギュレーショ
ン コマン ドを使用してス イッ チを  VTP ト ランスペアレ ント  モードにする必要があり ま す。 拡
張範囲 VLAN は、 VTP によって学習さ れず、 VLAN データベースにも追加さ れませんが、 VTP 
モードがト ランスペアレ ント である場合には、 VTP モード、 ドメ イン名、 およびすべての  
VLAN 設定は、 実行コ ンフィ ギュレーショ ンに保存さ れ、 こ れをス イッ チ スタート アッ プ コ
ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ルに保存するこ と も できま す。

vlan-id 追加および設定する VLAN の  ID。 vlan-id に指定でき る範囲は 1 ～ 4094 で
す。 1 つの  VLAN ID、 それぞれをカンマで区切った一連の  VLAN ID、 また
はハイフンを間に挿入した  VLAN ID の範囲を入力できま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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VLAN および VTP 設定をスタート アッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ルに保存して、 ス
イッ チを リ ブート すると 、 設定は次のよ うに選択さ れま す。

• VLAN データベースと コ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ルの両方の  VTP モードがト ランス
ペアレ ント であり 、 VTP ドメ イン名が一致する場合、 VLAN データベースは無視さ れま
す。 スタート アッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ル内の  VTP および VLAN 設定が使用
さ れま す。 VLAN データベース内の  VLAN データベース  リ ビジョ ン番号は変更さ れませ
ん。

• VTP モードがサーバの場合、またはスタート アッ プ VTP モードまたはドメ イン名が VLAN 
データベースと 一致し ない場合、 初の  1005 個の  VLAN の  VTP モードおよび VLAN 設定
には VLAN データベース情報が使用さ れま す。

ス イッ チが VTP ト ランスペアレ ント  モードではない場合に拡張範囲 VLAN を作成し よ うと す
ると 、 VLAN は拒否さ れ、 エラー メ ッ セージが表示さ れま す。

無効な VLAN ID を入力すると 、 エラー メ ッ セージが表示さ れ、 config-vlan モードを開始でき
ません。

vlan コマン ドを  VLAN ID を指定して入力すると 、 config-vlan モードがイネーブルになり ま す。
既存の  VLAN の  VLAN ID を入力すると 、 新し い VLAN は作成さ れませんが、 その  VLAN の  
VLAN パラメ ータを変更できま す。 指定さ れた  VLAN は、 config-vlan モードを終了したと き に
追加または変更さ れま す。 （VLAN 1 ～ 1005 の） shutdown コマン ドだけがただちに有効になり
ま す。

次のコ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドが config-vlan モードで利用できま す。 各コマン ドの  no 
形式を使用すると 、 特性がそのデフォ ルト  ステート に戻り ま す。

（注） すべてのコマン ドが表示さ れま すが、 拡張範囲 VLAN でサポート さ れる VLAN コ ンフィ ギュ
レーショ ン コマン ドは、 mtu mtu-size と  remote-span だけです。 拡張範囲 VLAN の場合、 他の
すべての特性はデフォ ルト  ステート のままにしておく 必要があり ま す。

• are are-number ： こ の  VLAN の  All-Route Explorer （ARE） ホッ プの 大数を定義しま す。
こ のキーワードは、 TrCRF VLAN だけに適用さ れま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 13 です。
デフォ ルト は 7 です。 値が入力さ れない場合、 大数は 0 であると 見なさ れま す。

• backupcrf ： バッ ク アッ プ CRF モードを指定しま す。 こ のキーワードは、 TrCRF VLAN だ
けに適用さ れま す。

- こ の  VLAN のバッ ク アッ プ CRF モードを  enable （イネーブル） にしま す。

- こ の  VLAN のバッ ク アッ プ CRF モードを  disable （ディ セーブル） にしま す （デフォ ル
ト ）。

• bridge {bridge-number| type} ： 論理分散ソース  ルーティ ング ブリ ッ ジ、 つま り 、
FDDI-NET、 ト ーク ンリ ング NET、 および TrBRF VLAN 内で親 VLAN と してこ の  VLAN 
を持つすべての論理リ ングと 相互接続するブリ ッ ジを指定しま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 
15 です。 FDDI-NET、 TrBRF、 およびト ーク ンリ ング NET VLAN については、 デフォ ル
ト のブリ ッ ジ番号は 0 （ソース  ルーティ ング ブリ ッ ジなし） です。 type キーワードは、
TrCRF VLAN だけに適用さ れ、 次の うちのいずれかです。

- srb （Source-Route Bridge （SRB; ソース ルート  ブリ ッ ジ）） 

- srt （Source-Route Transparent （SRT; ソース ルート  ト ランスペアレ ント ）） ブリ ッ ジン
グ VLAN

• exit ： 変更を適用し、 VLAN データベース  リ ビジョ ン番号 （VLAN 1 ～ 1005 だけ） を増加
させ、 config-vlan モードを終了しま す。
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• media ： VLAN メ ディ ア タ イプを定義しま す。 さま ざま なメ ディ ア タ イプで有効なコマン
ドおよび構文については、 表 2-51 を参照してく ださ い。

（注） ス イッ チがサポート するのは、 イーサネッ ト  ポート だけです。 FDDI およびト ーク
ンリ ング メ ディ ア固有の特性は、 別のス イッ チに対する VLAN Trunking Protocol
（VTP; VLAN ト ランキング プロト コ ル） グローバル アドバタ イズにかぎって設定し
ま す。 こ れらの  VLAN はローカ ルに停止さ れま す。

- ethernet は、 イーサネッ ト  メ ディ ア タ イプです （デフォ ルト ）。

- fddi は、 FDDI メ ディ ア タ イプです。

- fd-net は、 FDDI Network Entity Title （FDDI-NET） メ ディ ア タ イプです。

- tokenring は、 VTP v2 モードがディ セーブルの場合にはト ーク ンリ ング メ ディ ア タ イ
プであり 、 VTP v 2 モードがイネーブルの場合は TrCRF です。

- tr-net は、VTP v2 モードがディ セーブルの場合にはト ーク ンリ ング Network Entity Title
（NET） メ ディ ア タ イプであり 、 VTP v2 モードがイネーブルの場合は TrBRF メ ディ ア 
タ イプです。

• mtu mtu-size ： Maximum Transmission Unit （MTU; 大伝送ユニッ ト ） （バイト 単位のパケッ
ト  サイズ） を指定しま す。 指定でき る範囲は 1500 ～ 18190 です。 デフォ ルト は 1500 バイ
ト です。

• name vlan-name：管理 ドメ イン内で一意である 1 ～ 32 文字の  ASCII 文字列で VLAN を命名
しま す。 デフォ ルト は VLANxxxx です。 こ こ で、 xxxx は VLAN ID 番号と 同じ  4 桁の数字
（先行ゼロを含む） です。

• no ： コ マン ドを無効にし、 デフォ ルト 設定に戻しま す。  

• parent parent-vlan-id ： 既存の FDDI、 ト ーク ンリ ング、 または TrCRF VLAN の親 VLAN を
指定しま す。 こ のパラメ ータは、 TrCRF が所属する TrBRF を識別するもので、 TrCRF を定
義すると き に必要です。 指定でき る範囲は 0 ～ 1005 です。 デフォ ルト の親 VLAN ID は、
FDDI およびト ーク ンリ ング VLAN では 0 （親 VLAN なし） です。 ト ーク ンリ ングおよび 
TrCRF VLAN の両方で、親 VLAN ID はデータベースにすでに存在して いて、 ト ーク ンリ ン
グ NET または TrBRF VLAN と 関連付けら れて いる必要があり ま す。

• remote-span ： VLAN を リ モート  ス イッ チド  ポート  アナラ イザ （RSPAN） VLAN と して設
定しま す。 RSPAN 機能が既存の  VLAN に追加さ れる場合、 まず VLAN は削除さ れ、 次に 
RSPAN 機能と と も に再生さ れま す。 RSPAN 機能が削除さ れるまで、 どのアク セス  ポート
も非アク ティ ブになり ま す。 VTP がイネーブルの場合、 新し い RSPAN VLAN は、 1024 よ
り 小さ い数字の VLAN ID の  VTP により 伝播さ れま す。 ラーニングは VLAN 上でディ セー
ブルになり ま す。 詳細については、 remote-span コマン ドを参照してく ださ い。

• ring ring-number ： FDDI、 ト ーク ンリ ング、 または TrCRF VLAN の論理リ ングを定義しま
す。 指定でき る範囲は 1 ～ 4095 です。 ト ーク ンリ ング VLAN のデフォ ルト 値は 0 です。
FDDI VLAN には、 デフォ ルト 設定はあり ません。

• said said-value ： IEEE 802.10 に記載さ れて いる Security Association Identifier （SAID） を指
定しま す。 指定でき る ID は、 1 ～ 4294967294 です。 こ の数字は、 管理ドメ イン内で一意
である必要があり ま す。 デフォ ルト 値は、 100000 に VLAN ID 番号を加算した値です。

• shutdown ： VLAN 上で VLAN ス イッ チングをシャッ ト ダウンしま す。 こ のコマン ドはただ
ちに有効になり ま す。 他のコマン ドは、 config-vlan モードを終了したと きに有効になり ま
す。

• state ： VLAN ステート を指定しま す。

- active は、 VLAN が稼動中であるこ と を意味しま す （デフォ ルト ）。
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- suspend は、 VLAN が停止して いるこ と を意味しま す。 停止して いる VLAN はパケッ
ト を通過させません。

• ste ste-number ： Spanning-Tree Explorer （STE; スパニングツリ ー エク スプローラ） ホッ プの
大数を定義しま す。 こ のキーワードは、 TrCRF VLAN だけに適用さ れま す。 指定でき る

範囲は 0 ～ 13 です。 デフォ ルト は 7 です。

• stp type ： FDDI-NET、 ト ーク ンリ ング NET、 または TrBRF VLAN のスパニング ツリ ー タ
イプを定義しま す。 FDDI-NET VLAN の場合、 デフォ ルト の STP タ イプは ieee です。 ト ー
ク ンリ ング NET VLAN の場合、デフォ ルト の STP タ イプは ibm です。FDDI およびト ーク
ンリ ング VLAN の場合、 デフォ ルト のタ イプは指定さ れて いません。

- ソース ルート  ト ランスペアレ ント （SRT） ブリ ッ ジングを実行して いる IEEE イーサ
ネッ ト  STP の場合は、 ieee

- Source-Route Bridge （SRB） を実行して いる IBM STP の場合は、 ibm

- ソース ルート  ト ランスペアレ ント （SRT） ブリ ッ ジング （IEEE） および Source-Route 
Bridge （SRB） （IBM） の組み合わせを実行して いる STP の場合は、 auto

• tb-vlan1 tb-vlan1-id および tb-vlan2 tb-vlan2-id ： こ の  VLAN にト ランスレーショ ナル ブ
リ ッ ジングが行われて いる 1 番めおよび 2 番めの  VLAN を指定しま す。 ト ランスレーショ
ナル VLAN は、 たと えば FDDI またはト ーク ンリ ングを イーサネッ ト に変換しま す。 指定
でき る範囲は 0 ～ 1005 です。 値が指定さ れないと 、 0 （ト ランスレーショ ナル ブリ ッ ジン
グなし） と 見なさ れま す。

表 2-51 さまざまなメ ディ ア タ イプで指定でき るコマンドと構文

メ ディ ア タ イプ 指定でき る構文

イーサネッ ト name vlan-name、 media ethernet、 state {suspend | active}、 said said-value、
mtu mtu-size、 remote-span、 tb-vlan1 tb-vlan1-id、 tb-vlan2 tb-vlan2-id

FDDI name vlan-name、 media fddi、 state {suspend | active}、 said said-value、 mtu 
mtu-size、 ring ring-number、 parent parent-vlan-id、 tb-vlan1 tb-vlan1-id、
tb-vlan2 tb-vlan2-id

FDDI-NET name vlan-name、 media fd-net、 state {suspend | active}、 said said-value、
mtu mtu-size、 bridge bridge-number、 stp type {ieee | ibm | auto}、 tb-vlan1 
tb-vlan1-id、 tb-vlan2 tb-vlan2-id

VTP v2 モードがディ セーブルの場合、 stp type を  auto に設定し ないでく だ
さ い。

ト ーク ンリ ング VTP v1 モードはイネーブルです。

name vlan-name、 media tokenring、 state {suspend | active}、 said said-value、
mtu mtu-size、 ring ring-number、 parent parent-vlan-id、 tb-vlan1 tb-vlan1-id、
tb-vlan2 tb-vlan2-id

Token Ring 
Concentrator 
Relay Function
（TrCRF; ト ーク
ンリ ング コ ンセ
ント レータ  リ
レー機能）

VTP v2 モードはイネーブルです。

name vlan-name、 media tokenring、 state {suspend | active}、 said said-value、
mtu mtu-size、 ring ring-number、 parent parent-vlan-id、 bridge type {srb | 
srt}、 are are-number、 ste ste-number、 backupcrf {enable | disable}、
tb-vlan1 tb-vlan1-id、 tb-vlan2 tb-vlan2-id
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ï\ 2-52 に、 VLAN の設定ルールを示しま す。

ト ーク ンリ ング 
NET

VTP v1 モードはイネーブルです。

name vlan-name、 media tr-net、 state {suspend | active}、 said said-value、
mtu mtu-size、 bridge bridge-number、 stp type {ieee | ibm}、 tb-vlan1 
tb-vlan1-id、 tb-vlan2 tb-vlan2-id

Token Ring 
Bridge Relay 
Function
（TrBRF; ト ーク
ンリ ング ブリ ッ
ジ リ レー機能）

VTP v2 モードはイネーブルです。

name vlan-name、 media tr-net、 state {suspend | active}、 said said-value、
mtu mtu-size、 bridge bridge-number、 stp type {ieee | ibm | auto}、 tb-vlan1 
tb-vlan1-id、 tb-vlan2 tb-vlan2-id

表 2-51 さまざまなメ ディ ア タ イプで指定でき るコマンドと構文 £®æA§¦£©

メ ディ ア タ イプ 指定でき る構文

表 2-52 VLAN 設定ルール

設定 ルール

VTP v2 モードがイネーブルで、
TrCRF VLAN メ ディ ア タ イプ
を設定して いる場合

すでにデータベースに存在して いる TrBRF の親 VLAN ID を
指定しま す。

リ ング番号を指定しま す。 このフィ ールドを空白のままにし
ないでく ださ い。

TrCRF VLAN に同じ親 VLAN ID がある場合には一意のリ ン
グ番号を指定しま す。 1 つのバッ ク アッ プ Concentrator Relay 
Function （CRF; コ ンセント レータ  リ レー機能） だけを イ
ネーブルにするこ と ができま す。

VTP v2 モードがイネーブルで、
TrCRF メ ディ ア タ イプ以外の  
VLAN を設定して いる場合

バッ ク アッ プ CRF を指定し ないでく ださ い。

VTP v2 モードがイネーブルで、
TrBRF VLAN メ ディ ア タ イプ
を設定して いる場合

ブリ ッ ジ番号を指定しま す。 このフィ ールドを空白のままに
し ないでく ださ い。
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例 次の例では、 デフォ ルト のメ ディ ア特性を持つイーサネッ ト  VLAN を追加する方法を示しま
す。 デフォ ルト には VLANxxx の  vlan-name が含ま れて いま す。 こ こ で、 xxxx は VLAN ID 番号
と 同じ  4 桁の数字 （先行ゼロを含む） です。 デフォ ルト の  media オプショ ンは ethernet です。
state オプショ ンは active です。 デフォ ルト の  said-value 変数は、 100000 に VLAN ID を加算し
た値です。 mtu-size 変数は 1500、 stp-type オプショ ンは ieee です。 exit config-vlan コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを入力した場合、 VLAN がまだ存在して いなかった場合にはこ れが追
加さ れま す。 そ うでない場合、 こ のコマン ドは何も作用しません。

次の例では、 すべての特性をデフォ ルト で新し い VLAN を作成し、 config-vlan モードを開始す
る方法を示しま す。

Switch(config)# vlan 200
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)#

次の例では、 すべての特性をデフォ ルト で拡張範囲 VLAN を新規作成し、 config-vlan モードを
開始して、 新し い VLAN をス イッ チのスタート アッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ルに保
存する方法を示しま す。

Switch(config)# vtp mode transparent
Switch(config)# vlan 2000
Switch(config-vlan)# end
Switch# copy running-config startup config

設定を確認するには、 show vlan 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

VTP v1 モードはイネーブルで
す。

VLAN の  STP タ イプを  auto に設定し ないでく ださ い。

この ルールは、 イーサネッ ト 、 FDDI、 FDDI-NET、 ト ーク ン
リ ング、 およびト ーク ンリ ング NET VLAN に適用さ れま す。

ト ランスレーショ ナル ブリ ッ
ジングが必要な VLAN を追加
する場合 （値は 0 に設定さ れな
い）

使用さ れるト ランスレーショ ナル ブリ ッ ジング VLAN ID 
は、 すでにデータベースに存在して いる必要があり ま す。

（たと えば、 イーサネッ ト は FDDI をポイント し、 FDDI は
イーサネッ ト をポイント すると いう よ うに） コ ンフィ ギュ
レーショ ンがポイント して いるト ランスレーショ ナル ブ
リ ッ ジング VLAN ID にも 、 ト ランスレーショ ナル ブリ ッ ジ
ング パラメ ータの 1 つに元の  VLAN へのポインタが含ま れ
て いる必要があり ま す。

コ ンフィ ギュレーショ ンがポイント するト ランスレーショ ナ
ル ブリ ッ ジング VLAN ID は、 （たと えば、 イーサネッ ト は
ト ーク ンリ ングをポイント するこ と ができ ると いう よ うに）
元の  VLAN と は異なるメ ディ ア タ イプである必要があり ま
す。

両方のト ランスレーショ ナル ブリ ッ ジング VLAN ID が設定
さ れて いる場合、 （たと えば、 イーサネッ ト は FDDI および
ト ーク ンリ ングをポイント するこ と ができ ると いう よ うに）
こ れらの  VLAN は異なるメ ディ ア タ イプである必要があり
ま す。

表 2-52 VLAN 設定ルール £®æA§¦£©

設定 ルール
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関連コマンド コマンド 説明

show vlan すべての設定さ れた  VLAN または 1 つの  VLAN （VLAN ID または
名前が指定さ れて いる場合） のパラメ ータを管理ドメ インに表示
しま す。
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vmps reconfirm （特権 EXEC）
ただちに VLAN Query Protocol （VQP） ク エリ ーを送信して、 VLAN Membership Policy Server
（VMPS） でのすべてのダイナミ ッ ク  VLAN 割り 当てを再確認するには、 vmps reconfirm 特権 
EXEC コマン ドを使用しま す。

vmps reconfirm 

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト デフォ ルト は定義さ れて いません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

例 次の例では、 VQP ク エリ ーを  VMPS にただちに送信する方法を示しま す。

Switch# vmps reconfirm

設定を確認するには、 show vmps 特権 EXEC コマン ドを入力して、 Reconfirmation Status セク
ショ ンの  VMPS Action 列を調べま す。 show vmps コマン ドは、 再確認タ イマーの期限切れ、 ま
たは vmps reconfirm コマン ドの入力のいずれかにより 後に割り 当てが再確認さ れたと きの結
果を表示しま す。

関連コマンド

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。

コマンド 説明

show vmps VQP および VMPS 情報を表示しま す。

vmps reconfirm （グ
ローバル コ ンフィ ギュ
レーショ ン）

VQP ク ラ イアント の再確認間隔を変更しま す。
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vmps reconfirm （グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン）
VLAN Query Protocol （VQP） ク ラ イアント の再確認間隔を変更するには、 vmps reconfirm グ
ローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デフォ ルト 設定に戻すには、 こ の
コマン ドの no 形式を使用しま す。

vmps reconfirm interval

no vmps reconfirm

構文の説明

デフォルト デフォ ルト の再確認間隔は 60 分です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

例 次の例では、 VQP ク ラ イアント が 20 分ごと にダイナミ ッ ク  VLAN エント リ を再確認するよ う
に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# vmps reconfirm 20

設定を確認するには、 show vmps 特権 EXEC コマン ドを入力して、 Reconfirm Interval 列を調べ
ま す。

関連コマンド

interval ダイナミ ッ ク  VLAN 割り 当てを再確認するための  VLAN メ ンバーシッ プ ポ
リ シー サーバ （VMPS） への  VQP ク ラ イアント  ク エリ ーの再確認間隔。 指
定でき る範囲は 1 ～ 120 分です。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。

コマンド 説明

show vmps VQP および VMPS 情報を表示しま す。

vmps reconfirm （特権 EXEC） VQP ク エリ ーを送信して、 VMPS でのすべてのダイナ
ミ ッ ク  VLAN 割り 当てを再確認しま す。
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vmps retry
VLAN Query Protocol （VQP） ク ラ イアント のサーバあたり の再試行回数を設定するには、
vmps retry グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。デフォ ルト 設定に戻す
には、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

vmps retry count

no vmps retry

構文の説明

デフォルト デフォ ルト の再試行回数は 3 です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

例 次の例では、 再試行回数を  7 に設定する方法を示しま す。

Switch(config)# vmps retry 7

設定を確認するには、 show vmps 特権 EXEC コマン ドを入力して、 Server Retry Count 列を調べ
ま す。

関連コマンド

count リ スト の次のサーバに照会する前にク ラ イアント が VLAN メ ンバーシッ プ ポ
リ シー サーバ （VMPS） と の通信を試行する回数。 指定でき る範囲は 1 ～ 10 
です。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。

コマンド 説明

show vmps VQP および VMPS 情報を表示しま す。
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vmps server
プラ イマリ  VLAN Membership Policy Server （VMPS） および 大 3 つまでのセカンダリ  サーバ
を設定するには、 vmps server グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。
VMPS サーバを削除するには、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

vmps server ipaddress [primary]

no vmps server [ipaddress]

構文の説明

デフォルト プラ イマリ またはセカンダリ  VMPS サーバは定義さ れて いません。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン primary が入力さ れて いるかど うかにかかわらず、 初に入力さ れたサーバは自動的にプラ イ
マリ  サーバと して選択さ れま す、 初のサーバ アドレスは、 次のコマン ドで primary を使用す
るこ と により 無効にするこ と ができま す。

ク ラスタ  コ ンフィ ギュレーショ ンのメ ンバ ス イッ チに IP アドレスがない場合、 ク ラスタはそ
のメ ンバ ス イッ チに設定さ れた  VMPS サーバを使用しません。 その代わり 、 ク ラスタはコマン
ド  ス イッ チの  VMPS サーバを使用し、コマン ド  ス イッ チは VMPS 要求のプロキシと なり ま す。
VMPS サーバは、 ク ラスタを単一ス イッ チと して扱い、 コマン ド  ス イッ チの  IP アドレスを使
用して要求に応答しま す。

ipaddress を指定せずに no 形式を使用すると 、 設定さ れたすべてのサーバが削除さ れま す。 ダ
イナミ ッ ク  アク セス  ポート が存在すると き にすべてのサーバを削除すると 、 ス イッ チは、
VMPS に照会でき ないため、 こ れらのポート の新し い送信元からのパケッ ト を転送できませ
ん。

例 次の例では、 IP アドレス  191.10.49.20 のサーバをプラ イマリ  VMPS サーバと して設定する方法
を示しま す。 IP アドレス  191.10.49.21 および 191.10.49.22 のサーバは、 セカンダリ  サーバと し
て設定さ れま す。

Switch(config)# vmps server 191.10.49.20 primary
Switch(config)# vmps server 191.10.49.21
Switch(config)# vmps server 191.10.49.22

ipaddress プラ イマリ またはセカンダリ  VMPS サーバの IP アドレスまたはホスト 名。
ホスト 名を指定する場合には、 Domain Name System （DNS; ドメ イン ネー ム 
システ ム） サーバが設定さ れて いる必要があり ま す。

primary （任意） プラ イマリ と セカンダリ のどちらの  VMPS サーバを設定するのかを
決定しま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
2-810
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リ フ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
  vmps server
次の例では、 IP アドレス  191.10.49.21 のサーバを削除する方法を示しま す。

Switch(config)# no vmps server 191.10.49.21

設定を確認するには、 show vmps 特権 EXEC コマン ドを入力して、VMPS Domain Server 列を調
べま す。

関連コマンド コマンド 説明

show vmps VQP および VMPS 情報を表示しま す。
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vtp （グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン）
VLAN Trunking Protocol （VTP; VLAN ト ランキング プロト コ ル） コ ンフィ ギュレーショ ン特性
を設定または修正するには、 vtp グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。
設定を削除したり 、 デフォ ルト 設定に戻したり する場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用し
ま す。

vtp {domain domain-name | file filename | interface name [only] | mode {client | off | server | 
transparent} [mst | unknown | vlan] | password password [hidden | secret] | pruning | 
version number}

no vtp {file | interface | mode [client | off | server | transparent] [mst | unknown | vlan] | 
password | pruning | version}

構文の説明 domain domain-name VTP ドメ イン名をス イッ チの  VTP 管理ドメ インを識別する 1 ～ 32 文
字の  ASCII 文字列で指定しま す。 ドメ イン名では大文字と 小文字が区
別さ れま す。

file filename VTP VLAN 設定が保存さ れて いる Cisco IOS フ ァイ ル システ ム フ ァイ
ルを指定しま す。

interface name このデバイスで更新さ れた  VTP ID を提供するインターフェ イスの名
前を指定しま す。

only （任意） VTP IP アッ プデータと してこ の インターフェ イスの  IP アドレ
スだけで使用しま す。

mode VTP 装置モードをク ラ イアント 、 サーバ、 またはト ランスペアレ ント
に指定しま す。

client ス イッ チを  VTP ク ラ イアント  モードにしま す。 VTP ク ラ イアント  
モードのス イッ チは VTP に対して イネーブルであり 、 アドバタ イズ
を送信できま すが、 VLAN 設定を格納するために必要な不揮発性メ モ
リ があり ません。 ス イッ チで VLAN を設定するこ と はできません。
VTP ク ラ イアント が起動すると 、 VTP ク ラ イアント はその VLAN 
データベースを初期化するアドバタ イズを受信するまで、 VTP アドバ
タ イズを送信しません。

off ス イッ チを  VTP オフ  モードにしま す。 VTP オフ  モードのス イッ チ
は、 ト ランク  ポート 上で VTP アドバタ イズメ ント を転送し ないこ と
を除いて、 VTP ト ランスペアレ ント  デバイスと 同様に機能しま す。

server ス イッ チを  VTP サーバ モードにしま す。 VTP サーバ モードのス イッ
チは VTP に対して イネーブルであり 、 アドバタ イズを送信しま す。
ス イッ チでは VLAN を設定できま す。 ス イッ チは、 再起動後に、 不
揮発性メ モリ から現在の  VTP データベース内のすべての  VLAN 情報
を回復できま す。
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デフォルト デフォ ルト のフ ァイ ル名は flash:vlan.dat  です。

デフォ ルト  モードはサーバ モードで、 デフォ ルト のデータベースは VLAN です。

VTP バージョ ン 3 では、 MST データベースのデフォ ルト  モードはト ランスペアレ ント です。

ドメ イン名またはパス ワードは定義さ れて いません。

パス ワードは設定さ れて いません。

プルーニングはディ セーブルです。

デフォ ルト のバージョ ンはバージョ ン 1 です。

コマンド  モード グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン

transparent ス イッ チを  VTP ト ランスペアレ ント  モードにしま す。 VTP ト ランス
ペアレ ント  モードのス イッ チは、 VTP に対してディ セーブルであり 、
アドバタ イズの送信や、 他のデバイスから送信さ れたアドバタ イズか
らの学習を行いません。 また、 ネッ ト ワーク内の他のデバイスの  
VLAN 設定に影響を与えるこ と はあり ません。 ス イッ チは VTP アド
バタ イズを受信し、 アドバタ イズを受信したト ランク  ポート を除く
すべてのト ランク  ポート にこ れを転送しま す。

VTP モードがト ランスペアレ ント である場合、 モードおよびドメ イン
名はス イッ チの実行コ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ルに保存さ れま
す。 この情報をス イッ チのスタート アッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン 
フ ァイ ルに保存するには、 copy running-config startup-config 特権 
EXEC コマン ドを入力しま す。

mst （任意） Multiple Spanning Tree （MST） VTP データベース （VTP バー
ジョ ン 3 に限る） にモードを設定しま す。

unknown （任意） 未知の  VTP データベース （VTP バージョ ン 3 に限る） にモー
ドを設定しま す。

vlan （任意） VLAN VTP データベースにモードを設定しま す。 こ れがデ
フォ ルト です （VTP バージョ ン 3 に限る）。

password password VTP アドバタ イズで送信さ れ、 受信 VTP アドバタ イズを確認するた
めの  MD5 ダイジェスト 計算で使用さ れる 16 バイト の秘密値を生成す
るための管理ドメ イン パス ワードを設定しま す。 パス ワードは、 1 ～ 
32 文字の  ASCII 文字列です。 パス ワードでは大文字と 小文字が区別
さ れま す。

hidden （任意） パス ワード  スト リ ングから生成さ れたキーが VLAN データ
ベース  フ ァイ ルに保存さ れるこ と を指定しま す。 hidden キーワード
を指定し ない場合、 パス ワード  スト リ ングはク リ ア テキスト に保存
さ れま す。 hidden パス ワードを入力した場合、 そのパス ワードを再
入力し、 ドメ イン内でコマン ドを発行する必要があり ま す。 このキー
ワードは、 VTP バージョ ン 3 だけでサポート さ れて いま す。

secret （任意） ユーザがパス ワードの秘密キーを直接設定でき るよ うにしま
す （VTP バージョ ン 3 に限る）。

pruning ス イッ チ上で VTP プルーニングを イネーブルに設定しま す。

version number VTP バージョ ンをバージョ ン 1、 バージョ ン 2、 またはバージョ ン 3 
に設定しま す。
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コマンド 履歴

使用上のガイド ライン VTP バージョ ン 3 がサポート さ れるのは、 ス イッ チで LAN Base イメ ージが実行さ れて いる場
合のみです。

VTP モード、 ドメ イン名、 および VLAN 設定をス イッ チのスタート アッ プ コ ンフィ ギュレー
ショ ン フ ァイ ルに保存して、 ス イッ チを再起動すると 、 VTP および VLAN 設定は次の条件に
よって選択さ れま す。

• VLAN データベースと コ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ルの両方の  VTP モードがト ランス
ペアレ ント であり 、 VTP ドメ イン名が一致する場合、 VLAN データベースは無視さ れま
す。 スタート アッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ル内の  VTP および VLAN 設定が使用
さ れま す。 VLAN データベース内の  VLAN データベース  リ ビジョ ン番号は変更さ れませ
ん。

• スタート アッ プ VTP モードがサーバ モードの場合、 またはスタート アッ プ VTP モードま
たはドメ イン名が VLAN データベースと 一致し ない場合、 初の  1005 の  VLAN の  VTP 
モードおよび VLAN 設定は、 VLAN データベース情報によって選択さ れ、 1005 を超える 
VLAN は、 ス イッ チ コ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ルから設定さ れま す。

新規データベースをロードするのに vtp file filename を使用するこ と はできません。 こ れは、 既
存のデータベースが保存さ れて いるフ ァイ ルの名前を変更するだけです。

VTP ドメ イン名を設定すると き には、 次の注意事項に従ってく ださ い。

• ドメ イン名を設定するまで、 ス イッ チは非管理ドメ イン ステート の状態です。 非管理ドメ
イン ステート の間は、 ローカ ル VLAN 設定に変更が生じても 、 ス イッ チは VTP アドバタ
イズを送信しません。 ス イッ チは、 ト ランキングを行って いるポート で 初の  VTP サマ
リ ー パケッ ト を受信した後、 または vtp domain コマン ドで ドメ イン名を設定した後で、 非
管理ドメ イン ステート から抜け出しま す。 ス イッ チは、 サマリ ー パケッ ト から ドメ インを
受信した場合、 そのコ ンフィ ギュレーショ ン リ ビジョ ン番号を  0 にリ セッ ト しま す。 ス
イッ チが非管理ドメ イン ステート から抜け出した後、 NVRAM をク リ アしてソ フト ウェア
を リ ロー ドするまで、 ス イッ チがこ のステート に再び入るよ う設定するこ と はできません。

• ドメ イン名では、 大文字と 小文字が区別さ れま す。

• 設定した ドメ イン名は、 削除できません。 別の ドメ インに再度割り 当て るしかあり ません。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。

12.2(52)SE mode off キーワードが追加さ れ、 VTP バージョ ン 3 に対するサポート
が追加さ れ、 password hidden および secret キーワード、 およびモー
ド  データベース  キーワード （vlan、 mst、 および unknown） が VTP 
バージョ ン 3 と と も に追加さ れま した。
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VTP モードを設定すると き には、 次の注意事項に従ってく ださ い。

• no vtp mode コマン ドを使用すると 、ス イッ チを  VTP サーバ モードに戻すこ と ができま す。

• vtp mode server コマン ドは、 ス イッ チがク ラ イアント  モードまたはト ランスペアレ ント  
モードでない場合にエラーを返さ ないこ と を除けば、 no vtp mode と 同じです。

• 受信ス イッ チがク ラ イアント  モードである場合、 ク ラ イアント  ス イッ チはその設定を変更
して、 サーバのコ ンフィ ギュレーショ ンをコ ピーしま す。 ク ラ イアント  モードのス イッ チ
がある場合には、 必ずサーバ モードのス イッ チですべての  VTP または VLAN 設定変更を
行ってく ださ い。 受信ス イッ チがサーバ モードまたはト ランスペアレ ント  モードである場
合、 ス イッ チの設定は変更さ れません。

• ト ランスペアレ ント  モードのス イッ チは、 VTP に参加しません。 ト ランスペアレ ント  モー
ドのス イッ チで VTP または VLAN 設定の変更を行った場合、変更はネッ ト ワーク内の他の
ス イッ チには伝播さ れません。

• サーバ モードのス イッ チで VTP または VLAN 設定を変更した場合、 その変更は同じ  VTP 
ドメ インのすべてのス イッ チに伝播さ れま す。

• vtp mode transparent コマン ドは、 ドメ インの  VTP をディ セーブルにしま すが、 ス イッ チ
から ドメ インを削除しません。

• VTP バージョ ン 1 および 2 では、拡張範囲 VLAN を追加したり 、VTP および VLAN 情報を
実行コ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ルに保存したり する場合には、 VTP モードはト ランス
ペアレ ント に設定してく ださ い。VTP は拡張範囲 VLAN をク ラ イアント およびサーバ モー
ドでサポート し、 VLAN データベースに保存しま す。

• VTP バージョ ン 1 および 2 では、 拡張範囲 VLAN がス イッ チで設定さ れ、 VTP モードを
サーバまたはク ラ イアント に設定し よ うと した場合、 エラー メ ッ セージが表示さ れ、 その
設定は許可さ れません。 VTP モードは、 VTP バージョ ン 3 で拡張 VLAN を使用するこ と に
より 変更できま す。

• ダイナミ ッ ク  VLAN 作成がディ セーブルの場合、 VTP に設定でき るモードは、 サーバ 
モードまたはク ラ イアント  モードのいずれかに限り ま す。

• vtp mode off コマン ドを使用すると 、 デバイスを オフに設定しま す。 no vtp mode off コマン
ドを使用すると 、 デバイスを  VTP サーバ モードにリ セッ ト しま す。

VTP パス ワードを設定すると きには、 次の注意事項に従ってく ださ い。

• パス ワードでは、 大文字と 小文字が区別さ れま す。 パス ワードは、 同じ ドメ イン内のすべ
てのス イッ チで一致して いる必要があり ま す。

• ス イッ チをパス ワードが設定さ れて いない状態に戻す場合は、 こ のコマン ドの  no vtp 
password 形式を使用しま す。

• hidden および secret キーワードは、 VTP バージョ ン 3 だけでサポート さ れて いま す。 VTP 
バージョ ン 2 から  VTP バージョ ン 3 に変換する場合、 変換前に hidden または secret キー
ワードを削除する必要があり ま す。

VTP プルーニングを設定すると きには、 次の注意事項に従ってく ださ い。

• VTP プルーニングは、プルーニング適格 VLAN に所属するステーショ ンがない場合、その  
VLAN の情報を  VTP 更新から削除しま す。

• VTP サーバでプルーニングを イネーブルにすると 、 プルーニングは VLAN ID 1 ～ 1005 の
管理ドメ イン全体でイネーブルになり ま す。

• プルーニング適格リ スト に指定さ れた  VLAN だけが、 プルーニングの対象になり ま す。

• プルーニングは、 VTP バージョ ン 1 およびバージョ ン 2 でサポート さ れて いま す。
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VTP バージョ ンを設定すると き には、 次の注意事項に従ってく ださ い。

• バージョ ン 2 （v2） モー ド  ステート を切り 替えると 、 ある一定のデフォ ルト  VLAN のパラ
メ ータが変更さ れま す。

• 各 VTP ス イッ チは他のすべての  VTP デバイスの機能を自動的に検出しま す。 VTP バー
ジョ ン 2 を使用するには、 ネッ ト ワーク内のすべての VTP ス イッ チでバージョ ン 2 がサ
ポート さ れて いる必要があり ま す。 そ うでない場合、 VTP バージョ ン 1 モードで稼動する
よ う設定する必要があり ま す。

• ドメ イン内のすべてのス イッ チが VTP バージョ ン 2 対応である場合、 1 つのス イッ チで
バージョ ン 2 を設定すれば、 バージョ ン番号は、 VTP ドメ イン内の他のバージョ ン 2 対応
ス イッ チに伝播さ れま す。

• ト ーク ンリ ング環境で VTP を使用して いる場合、 VTP バージョ ン 2 も イネーブルである必
要があり ま す。

• Token Ring Bridge Relay Function （TrBRF） または Token Ring Concentrator Relay Function
（TrCRF） VLAN メ ディ ア タ イプを設定して いる場合には、 バージョ ン 2 を使用してく ださ
い。

• ト ーク ンリ ングまたはト ーク ンリ ング NET VLAN メ ディ ア タ イプを設定して いる場合に
は、 バージョ ン 1 を使用してく ださ い。

• VTP バージョ ン 3 では、 VLAN データベース情報だけでなく 、 すべてのデータベース  VTP 
情報が VTP ドメ インに伝播しま す。

• ト ランスペアレ ント  モードでは、2 個の  VTP バージョ ン 3 リ ージョ ンしか  VTP バージョ ン 
1 または VTP バージョ ン 2 を超えて通信できません。

ス イッ チ コ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ルにパス ワード、 プルーニング、 およびバージョ ン 
コ ンフィ ギュレーショ ンを保存するこ と はできません。

例 次の例では、 VTP コ ンフィ ギュレーショ ン メ モリ のフ ァイ ル名を  vtpfilename に変更する方法
を示しま す。

Switch(config)# vtp file vtpfilename

次の例では、 デバイス  スト レージのフ ァイ ル名をク リ アする方法を示しま す。

Switch(config)# no vtp file vtpconfig
Clearing device storage filename.

次の例では、 こ のデバイスの  VTP アッ プデータ  ID を提供するインターフェ イスの名前を指定
する方法を示しま す。

Switch(config)# vtp interface gigabitethernet

次の例では、 ス イッ チの管理ドメ インを設定する方法を示しま す。

Switch(config)# vtp domain OurDomainName

次の例では、 ス イッ チを  VTP ト ランスペアレ ント  モードにする方法を示しま す。

Switch(config)# vtp mode transparent

次の例では、 VTP ドメ イン パス ワードを設定する方法を示しま す。

Switch(config)# vtp password ThisIsOurDomainÅfsPassword

次の例では、 VLAN データベースでのプルーニングを イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# vtp pruning
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Pruning switched ON

次の例では、 VLAN データベースのバージョ ン 2 モードを イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config)# vtp version 2

設定を確認するには、 show vtp status 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show vtp status ス イッ チの  VTP 統計情報および VTP 管理ドメ イン ステータスの一般
情報を表示しま す。

vtp （インターフェ イ
ス  コ ンフィ ギュレー
ショ ン）

インターフェ イスで VTP を イネーブルまたはディ セーブルにしま す。
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vtp （インターフェ イス コ ンフィ ギュレーショ ン）
ポート 単位で VLAN Trunking Protocol （VTP; VLAN ト ランキング プロト コ ル） を イネーブルに
するには、 vtp インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 インター
フェ イスで VTP をディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

vtp 

no vtp 

（注） こ のコマン ドがをサポート さ れるのは、 ス イッ チで LAN Base イメ ージが実行さ れ、 VTP バー
ジョ ン 3 である場合だけです。

構文の説明 こ のコマン ドには、 キーワードと 引数はあり ません。

コマンド  デフォルト こ のコマン ドにはデフォ ルト 設定があり ません。

コマンド  モード インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 ス イッ チポート がト ランク  モードであるインターフェ イスだけに入力しま
す。

こ のコマン ドは、 VTP バージョ ン 3 に設定さ れて いるス イッ チ上だけでサポート さ れて いま
す。

例 次の例では、 インターフェ イス上で VTP を イネーブルにする方法を示しま す。

Switch(config-if)# vtp

次の例では、 インターフェ イス上で VTP をディ セーブルにする方法を示しま す。

Switch(config-if)# no vtp

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(52)SE このコマン ドが追加さ れま した。

コマンド 説明

vtp （グローバル コ ン
フィ ギュレーショ ン） 

VTP の ドメ イン名、 パス ワード、 プルーニング、 バージョ ン、 および
モードを グローバルに設定しま す。
2-818
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リ フ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

第 2 章      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Cisco IOS コマンド
  vtp primary
vtp primary
ス イッ チを  VLAN Trunking Protocol （VTP; VLAN ト ランキング プロト コ ル） プラ イマリ  サー
バと して設定するには、 vtp primary 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

vtp primary [mst | vlan] [force] 

こ のコマン ドには、 no 形式はあり ません。

（注） こ のコマン ドがをサポート さ れるのは、 ス イッ チで LAN Base イメ ージが実行さ れ、 VTP バー
ジョ ン 3 である場合だけです。

（注） vtp {password password | pruning | version number} コマン ドはコマン ド ラ イン ヘルプに表示さ
れま すが、 サポート さ れて いません。

構文の説明

デフォルト ス イッ チは VTP セカンダリ  サーバです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 VTP バージョ ン 3 に設定さ れて いるス イッ チ上だけでサポート さ れて いま
す。

VTP プラ イマリ  サーバはデータベース情報を アッ プデート し、 システ ム内のすべてのデバイス
によって行われるアッ プデート を送信しま す。 VTP セカンダリ  サーバは、 プラ イマリ  サーバ
から受信したアッ プデート さ れた  VTP のコ ンフィ ギュレーショ ンを  NVRAM にバッ ク アッ プ
するこ と だけができま す。

デフォ ルト では、 すべてのデバイスはセカンダリ  サーバと して起動しま す。 プラ イマリ  サー
バのステータスは、 管理者が ドメ イン内のテイク オーバー メ ッ セージを発行する場合のデータ
ベース  アッ プデート のためだけに必要です。 プラ イマリ  サーバなしで実用 VTP ドメ インを持
つこ と ができま す。

mst （任意） ス イッ チを  Multiple Spanning Tree （MST） 機能のプラ イマリ  
VTP サーバと して設定しま す。

vlan （任意） ス イッ チを  VLAN のプラ イマリ  VTP サーバと して設定しま
す。

force （任意） プラ イマリ  サーバを設定する場合、 ス イッ チが競合するデバ
イスをチェッ ク し ないよ うに設定しま す。

リ リース 変更内容

12.2(52)SE このコマン ドが追加さ れま した。
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デバイスがリ ロー ドするか ドメ イン パラメ ータが変更さ れた場合、 プラ イマリ  サーバのス
テータスは失われま す。
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例 次の例では、 ス イッ チを  VLAN のプラ イマリ  VTP サーバと して設定する方法を示しま す。

Switch# vtp primary vlan
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

設定を確認するには、 show vtp status 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show vtp status ス イッ チの  VTP 統計情報および VTP 管理ドメ イン ステータスの一般
情報を表示しま す。

vtp （グローバル コ ン
フィ ギュレーショ ン）

VTP フ ァイ ル名、 インターフェ イス、 ドメ イン名、 モード、 および
バージョ ンを設定しま す。
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Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P 
スイッ チのブート ローダ コマンド

通常のブート ローダ処理中は、 ブート ローダ コマン ド ラ イン プロ ンプト が表示さ れません。
ブート  ローダー コマン ド  ラ インは、 ス イッ チが手動ブート に設定さ れて いる場合、 電源投入
時セルフテスト （POST） DRAM テスト 中にエラーが発生した場合、 またはオペレーティ ング 
システ ム （破壊さ れた  Cisco IOS イメ ージ） のロード中にエラーが発生した場合に使用できま
す。 ス イッ チのパス ワードを忘れた場合にも 、 ブート ローダを使用できま す。

（注） ス イッ チのデフォ ルト の設定を使用すると 、 ス イッ チに物理的にアク セス するエン ド  ユーザ
は、 ス イッ チの電源投入時にブート  プロセスを中断して新し いパス ワードを入力するこ と によ
り 、 パス ワードを失った状態から回復できま す。 パス ワード回復ディ セーブル機能を使用する
と 、 システ ム管理者は、 こ の機能の一部をディ セーブルにし、 システ ムをデフォ ルト 設定に戻
すこ と に同意するだけでユーザがブート  プロセスを中断でき るよ うにするこ と により 、 ス イッ
チのパス ワードへのアク セスを防止できま す。 パス ワード回復をディ セーブルにするこ と によ
り 、 ユーザはブート  プロセスを中断してパス ワードを変更できま すが、 コ ンフィ ギュレーショ
ン フ ァイ ル （config.text） および VLAN データベース  フ ァイ ル （vlan.dat） は削除さ れま す。 詳
細については、 こ のリ リ ースに対応するソ フト ウェア コ ンフィ ギュレーショ ン ガイ ドを参照
してく ださ い。

ブート ローダには、 9600 bps のス イッ チ コ ンソール接続を介して アク セスできま す。

ス イッ チの電源コードを取り 外し、 電源コードの再接続中に Mode ボタ ンを押しま す。 ポート  
1X の上の  LED が消灯してから  1 ～ 2 秒後に、 Mode ボタ ンを放しま す。その後、 ブート ローダ
の  Switch: プロ ンプト が表示さ れま す。 ブート ローダは低レベルの CPU 初期化および POST を
実行し、 デフォ ルト のオペレーティ ング システ ム イメ ージをメ モリ にロードしま す。
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boot
実行可能イメ ージをロードおよび起動して、 コマン ド ラ イン インターフェ イスを開始するに
は、 boot ブート ローダ コマン ドを使用しま す。

boot [-post | -n | -p | flag] filesystem:/file-url ...

構文の説明

デフォルト ス イッ チは、 BOOT 環境変数内の情報を使用して、 自動的にシステ ムを起動し よ うと しま す。
こ の変数が設定さ れて いない場合、 ス イッ チは、 フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ム全体に再帰的
に縦型検索し、 初の実行可能イメ ージをロードして実行し よ うと しま す。 ディ レ ク ト リ の縦
型検索では、 検出した各サブディ レク ト リ を完全に検索してから元のディ レク ト リ での検索を
続けま す。

コマンド  モード ブート ローダ

コマンド 履歴

-post （任意） 拡張および総合 POST によってロードさ れた イメ ージを実行しま す。
このキーワードを使用すると 、 POST の完了に要する時間が長く なり ま す。

-n （任意） 起動後すぐに、 Cisco IOS デバッ ガが休止しま す。

-p （任意） イメ ージのロード後すぐに、 JTAG デバッ ガが休止しま す。

filesystem: フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムのエイリ アスです。システ ム ボード  フ ラッ シュ  
デバイスには flash: を使用しま す。

/file-url （ 任意） ブート 可能イメ ージのパス （ディ レク ト リ ） および名前です。 各イ
メ ージ名はセミ コ ロ ンで区切り ま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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使用上のガイド ライン 引数を何も指定し ないで boot コマン ドを入力した場合、 ス イッ チは、 BOOT 環境変数が設定さ
れて いればその中の情報を使用して、 システ ムを自動的に起動し よ うと しま す。 file-url 変数に
イメ ージ名を指定した場合、 boot コマン ドは指定さ れた イメ ージを起動し よ うと しま す。

ブート ローダ boot コマン ドのオプショ ンを設定した場合は、 こ のコマン ドがただちに実行さ
れ、 現在のブート ローダ セッ ショ ンだけに適用さ れま す。 こ れらの設定が保存さ れて、 次の起
動処理に使用さ れるこ と はあり ません。

フ ァイ ル名およびディ レク ト リ 名は、 大文字と 小文字を区別しま す。

例 次の例では、 new-image.bin イメ ージを使用してス イッ チを起動する方法を示しま す。

switch: boot flash:/new-images/new-image.bin

こ のコマン ドを入力すると 、 セッ ト アッ プ プロ グラ ムを開始するよ うに求めら れま す。

関連コマンド コマンド 説明

set コマン ドに BOOT キーワードを追加して、 特定のイメ ージを起動す
るよ うに BOOT 環境変数を設定しま す。
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付録 A     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チのブート ローダ コマンド
cat
cat
1 つ以上のフ ァイ ルの内容を表示するには、 cat ブート ローダ コマン ドを使用しま す。

cat filesystem:/file-url ...

構文の説明

コマンド  モード ブート ローダ

コマンド 履歴

filesystem: フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムのエイリ アスです。 システ ム ボード  フ ラッ
シュ  デバイスには flash: を使用しま す。

/file-url 表示するフ ァイ ルのパス （ディ レ ク ト リ ） および名前です。 フ ァイ ル名はス
ペースで区切り ま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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付録 A     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チのブート ローダ コマンド
cat
使用上のガイド ライン フ ァイ ル名およびディ レク ト リ 名は、 大文字と 小文字を区別しま す。

フ ァイ ルのリ スト を指定した場合は、 各フ ァイ ルの内容が順に表示さ れま す。

例 次の例では、 2 つのフ ァイ ル内容を表示する方法および出力例を示しま す。

switch: cat flash:/new-images/info flash:env_vars
version_suffix: image-version
version_directory: image-name
image_name: image-name.bin
ios_image_file_size: 6398464 
total_image_file_size: 8133632
image_feature: IP|LAYER_3|PLUS|MIN_DRAM_MEG=128LAYER_2|MIN_DRAM_MEG=64
image_family:switch-family
info_end:
BAUD=57600
MANUAL_BOOT=no

関連コマンド コマンド 説明

more 1 つ以上のフ ァイ ルの内容を表示しま す。

type 1 つ以上のフ ァイ ルの内容を表示しま す。
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付録 A     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チのブート ローダ コマンド
copy
copy
フ ァイ ルをコ ピー元からコ ピー先にコ ピーするには、 copy ブート ローダ コマン ドを使用しま
す。

copy [-b block-size] filesystem:/source-file-url filesystem:/destination-file-url 

構文の説明

デフォルト デフォ ルト のブロッ ク  サイズは 4 KB です。

コマンド  モード ブート ローダ

コマンド 履歴

-b block-size （任意） このオプショ ンは、 内部開発およびテスト 専用です。

filesystem: フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムのエイリ アスです。 システ ム ボード  フ
ラッ シュ  デバイスには flash: を使用しま す。

/source-file-url コ ピー元のパス （ディ レク ト リ ） およびフ ァイ ル名です。

/destination-file-url コ ピー先のパス （ディ レク ト リ ） およびフ ァイ ル名です。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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付録 A     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チのブート ローダ コマンド
copy
使用上のガイド ライン フ ァイ ル名およびディ レク ト リ 名は、 大文字と 小文字を区別しま す。

ス ラッ シュ （/） 間に指定でき るディ レク ト リ 名は 大 45 文字です。 ディ レ ク ト リ 名には制御
文字、 スペース、 削除文字、 ス ラッ シュ、 引用符、 セミ コ ロ ン、 コ ロ ンは使用できません。

指定でき るフ ァイ ル名は 大 45 文字です。 フ ァイ ル名には制御文字、 スペース、 削除文字、
ス ラッ シュ、 引用符、 セミ コ ロ ン、 コ ロ ンは使用できません。

フ ァイ ルを別のディ レク ト リ にコ ピーする場合は、 そのディ レク ト リ が存在して いなければな
り ません。

例 次の例では、 ルート にあるフ ァイ ルをコ ピーする方法を示しま す。

switch: copy flash:test1.text flash:test4.text
.
File "flash:test1.text" successfully copied to "flash:test4.text"

フ ァイ ルがコ ピーさ れたかど うかを確認するには、 dir filesystem: ブート ローダ コマン ドを入力
しま す。

関連コマンド コマンド 説明

delete 指定さ れたフ ァイ ル システ ムから  1 つ以上のフ ァイ ルを削除しま す。
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付録 A     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チのブート ローダ コマンド
delete
delete
指定さ れたフ ァイ ル システ ムから  1 つ以上のフ ァイ ルを削除するには、 delete ブート ローダ コ
マン ドを使用しま す。

delete filesystem:/file-url ...

構文の説明

コマンド  モード ブート ローダ

コマンド 履歴

filesystem: フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムのエイリ アスです。 システ ム ボード  フ ラッ
シュ  デバイスには flash: を使用しま す。

/file-url 削除するフ ァイ ルのパス （ディ レク ト リ ） および名前です。 フ ァイ ル名は
スペースで区切り ま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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付録 A     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チのブート ローダ コマンド
delete
使用上のガイド ライン フ ァイ ル名およびディ レク ト リ 名は、 大文字と 小文字を区別しま す。

各フ ァイ ルを削除する前に、 確認を求め るプロ ンプト が表示さ れま す。

例 次の例では、 2 つのフ ァイ ルを削除しま す。

switch: delete flash:test2.text flash:test5.text
Are you sure you want to delete "flash:test2.text" (y/n)?y
File "flash:test2.text" deleted
Are you sure you want to delete "flash:test5.text" (y/n)?y
File "flash:test2.text" deleted 

フ ァイ ルが削除さ れたかど うかを確認するには、 dir flash: ブート ローダ コマン ドを入力しま
す。

関連コマンド コマンド 説明

copy コ ピー元からコ ピー先にフ ァイ ルをコ ピーしま す。
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付録 A     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チのブート ローダ コマンド
dir
dir
指定さ れたフ ァイ ル システ ム上のフ ァイ ルおよびディ レク ト リ のリ スト を表示するには、 dir 
ブート ローダ コマン ドを使用しま す。

dir filesystem:/file-url ...

構文の説明

コマンド  モード ブート ローダ

コマンド 履歴

filesystem: フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムのエイリ アスです。 システ ム ボード  フ
ラッ シュ  デバイスには flash: を使用しま す。

/file-url （任意） 内容を表示するパス （ディ レク ト リ ） およびディ レク ト リ 名
です。 ディ レク ト リ 名はスペースで区切り ま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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付録 A     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チのブート ローダ コマンド
dir
使用上のガイド ライン ディ レク ト リ 名では、 大文字と 小文字が区別さ れま す。

例 次の例では、 フ ラッ シュ  メ モリ 内のフ ァイ ルを表示する方法を示しま す。

switch: dir flash:
Directory of flash:/

    3  -rwx        1839   Mar 01 2002 00:48:15  config.text
   11  -rwx        1140   Mar 01 2002 04:18:48  vlan.dat
   21  -rwx          26   Mar 01 2002 00:01:39  env_vars
    9  drwx         768   Mar 01 2002 23:11:42  html
   16  -rwx        1037   Mar 01 2002 00:01:11  config.text
   14  -rwx        1099   Mar 01 2002 01:14:05  homepage.htm 
   22  -rwx          96   Mar 01 2002 00:01:39  system_env_vars

17  drwx 192    Mar 06 2002 23:22:03 imnage-name

15998976 bytes total (6397440 bytes free) 

表 A-1 に、 こ の出力で表示さ れるフィ ールドの説明を示しま す。

関連コマンド

表 A-1 dir のフィ ールドの説明

フィ ールド 説明

2 フ ァイ ルの インデッ ク ス番号

-rwx フ ァイ ルのアク セス権 （次のいずれか、 またはすべて）

• d ： ディ レ ク ト リ

• r ： 読み取り 可能

• w ： 書き込み可能

• x ： 実行可能

1644045 フ ァイ ルのサイズ

<date> 終変更日

env_vars フ ァイ ル名

コマンド 説明

mkdir 1 つ以上のディ レク ト リ を作成しま す。

rmdir 1 つ以上のディ レク ト リ を削除しま す。
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付録 A     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チのブート ローダ コマンド
flash_init
flash_init
フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムを初期化するには、 flash_init ブート ローダ コマン ドを使用しま
す。

flash_init

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムは、 通常のシステ ム動作中に自動的に初期化さ れま す。

コマンド  モード ブート ローダ

コマンド 履歴 リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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付録 A     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チのブート ローダ コマンド
flash_init
使用上のガイド ライン フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムは、 通常の起動プロセス中に自動的に初期化さ れま す。

こ のコマン ドは、 フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムを手動で初期化しま す。 たと えば、 パス ワー
ドを忘れた場合には、 回復手順中にこ のコマン ドを使用しま す。
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付録 A     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チのブート ローダ コマンド
format
format
指定さ れたフ ァイ ル システ ムをフォーマッ ト し、 そのフ ァイ ル システ ム内のすべてのデータ
を破棄するには、 format ブート ローダ コマン ドを使用しま す。

format filesystem:

構文の説明

コマンド  モード ブート ローダ

コマンド 履歴

filesystem: フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムのエイリ アスです。 システ ム ボード  フ ラッ
シュ  デバイスには flash: を使用しま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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付録 A     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チのブート ローダ コマンド
format
使用上のガイド ライン

注意 こ のコマン ドは慎重に使用してく ださ い。 フ ァイ ル システ ム内のすべてのデータが破棄さ れ、
システ ムが使用不能になり ま す。
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付録 A     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チのブート ローダ コマンド
fsck
fsck
フ ァイ ル システ ムの一貫性を確認するには、 fsck ブート ローダ コマン ドを使用しま す。

fsck [-test | -f] filesystem:

構文の説明

デフォルト フ ァイ ル システ ム チェッ ク は実行さ れません。

コマンド  モード ブート ローダ

コマンド 履歴

-test （任意） フ ァイ ル システ ム コー ドを初期化し、 フ ラッ シュ  メ モリ 上で新し い 
POST を実行しま す。 フ ァイ ル システ ムを構成するバイト ごと に、 広範なメ モ
リ  テスト を実行しま す （メ モリ は破壊さ れません）。

-f （任意） フ ァイ ル システ ム コー ドを初期化し、 高速フ ァイ ル一貫性チェッ クを
実行しま す。 フ ラッ シュ  セク タ内の巡回冗長検査 （CRC） は実行さ れません。

filesystem: フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムのエイリ アスです。システ ム ボード  フ ラッ シュ  
デバイスには flash: を使用しま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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付録 A     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チのブート ローダ コマンド
fsck
使用上のガイド ライン 進行中のフ ァイ ル システ ム一貫性チェッ クを停止するには、 ス イッ チの電源を切断してから、
電源を再接続しま す。

例 次の例では、 フ ラッ シュ  メ モリ 上で広範なフ ァイ ル システ ム チェッ クを実行する方法を示し
ま す。

switch: fsck -test flash:
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付録 A     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チのブート ローダ コマンド
help
help
使用可能なコマン ドを表示するには、 help ブート ローダ コマン ドを使用しま す。

help

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  モード ブート ローダ

コマンド 履歴 リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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付録 A     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チのブート ローダ コマンド
help
使用上のガイド ライン 疑問符 （?） を使用して、 使用可能なブート ローダ コマン ドのリ スト を表示するこ と も できま
す。
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付録 A     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チのブート ローダ コマンド
memory
memory
メ モリ  ヒ ープ使用率情報を表示するには、 memory ブート ローダ コマン ドを使用しま す。

memory

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  モード ブート ローダ

コマンド 履歴

例 次の例では、 メ モリ  ヒ ープ使用率情報を表示する方法を示しま す。

switch: memory
Text:   0x00700000 - 0x0071cf24 (0x0001cf24 bytes)
Rotext: 0x00000000 - 0x00000000 (0x00000000 bytes)
Data:   0x0071cf24 - 0x00723a0c (0x00006ae8 bytes)
Bss:    0x0072529c - 0x00746f94 (0x00021cf8 bytes)
Stack:  0x00746f94 - 0x00756f94 (0x00010000 bytes)
Heap:   0x00756f98 - 0x00800000 (0x000a9068 bytes)

Bottom heap utilization is 22 percent.
Top heap utilization is 0 percent.
Total heap utilization is 22 percent.
Total bytes: 0xa9068 (692328)
Bytes used: 0x26888 (157832)
Bytes available: 0x827e0 (534496)

Alternate heap utilization is 0 percent.
Total alternate heap bytes: 0x6fd000 (7327744)
Alternate heap bytes used: 0x0 (0)
Alternate heap bytes available: 0x6fd000 (7327744)

表 A-2 に、 こ の出力で表示さ れるフィ ールドの説明を示しま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。

表 A-2 Memory のフィ ールドの説明

フィ ールド 説明

Text テキスト 記憶領域の先頭および末尾アドレス。

Rotext 読み取り 専用テキスト 記憶領域の先頭および末尾アドレス。 データ  セグメ
ント のこの部分は、 Text エント リ と と も にグループ化さ れま す。

Data データ  セグメ ント 記憶領域の先頭および末尾アドレス。

Bss Block Started by Symbol （Bss） 記憶領域から始ま るブロッ クの先頭および末
尾アドレス。 ゼロに初期化さ れて いま す。
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付録 A     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チのブート ローダ コマンド
memory
Stack 自動変数やリ ターン アドレスなどを格納するためにソ フト ウェアに割り 当
てら れたメ モリ 領域の先頭および末尾アドレス。

Heap メ モリ の割り 当ておよび解放が動的に行われるメ モリ 領域の先頭および末尾
アドレス。

表 A-2 Memory のフィ ールドの説明 （続き）

フィ ールド 説明
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mkdir
mkdir
指定さ れたフ ァイ ル システ ムに 1 つ以上のディ レク ト リ を新規作成するには、 mkdir ブート
ローダ コマン ドを使用しま す。

mkdir filesystem:/directory-url ...

構文の説明

コマンド  モード ブート ローダ

コマンド 履歴

filesystem: フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムのエイリ アスです。 システ ム ボード  フ
ラッ シュ  デバイスには flash: を使用しま す。

/directory-url 作成するディ レク ト リ の名前です。 ディ レク ト リ 名はスペースで区切
り ま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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mkdir
使用上のガイド ライン ディ レク ト リ 名では、 大文字と 小文字が区別さ れま す。

ス ラッ シュ （/） 間に指定でき るディ レク ト リ 名は 大 45 文字です。 ディ レ ク ト リ 名には制御
文字、 スペース、 削除文字、 ス ラッ シュ、 引用符、 セミ コ ロ ン、 コ ロ ンは使用できません。

例 次の例では、 ディ レ ク ト リ  Saved_Configs を作成する方法を示しま す。

switch: mkdir flash:Saved_Configs
Directory "flash:Saved_Configs" created

次の例では、 2 つのディ レク ト リ を作成する方法をしま す。

switch: mkdir flash:Saved_Configs1 flash:Test
Directory "flash:Saved_Configs1" created
Directory "flash:Test" created

ディ レク ト リ が作成さ れたかど うかを確認するには、 dir filesystem: ブート ローダ コマン ドを入
力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

dir 指定さ れたフ ァイ ル システ ムのフ ァイ ルおよびディ レク ト リ のリ ス
ト を表示しま す。

rmdir 指定さ れたフ ァイ ル システ ムから  1 つ以上のディ レク ト リ を削除し
ま す。
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more
more
1 つ以上のフ ァイ ルの内容を表示するには、 more ブート ローダ コマン ドを使用しま す。

more filesystem:/file-url ...

構文の説明

コマンド  モード ブート ローダ

コマンド 履歴

filesystem: フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムのエイリ アスです。 システ ム ボード  フ
ラッ シュ  デバイスには flash: を使用しま す。

/file-url 表示するフ ァイ ルのパス （ディ レク ト リ ） および名前です。 フ ァイ ル
名はスペースで区切り ま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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more
使用上のガイド ライン フ ァイ ル名およびディ レク ト リ 名は、 大文字と 小文字を区別しま す。

フ ァイ ルのリ スト を指定した場合は、 各フ ァイ ルの内容が順に表示さ れま す。

例 次の例では、 2 つのフ ァイ ル内容を表示する方法を示しま す。

switch: more flash:/new-images/info flash:env_vars
version_suffix: image-version
version_directory: image-name
c2960-lanbase-mz.122-25.FX
image_name:image-name.bin 
ios_image_file_size: 6398464
total_image_file_size: 8133632
image_feature: LAYER_2|MIN_DRAM_MEG=64switch-family 
info_end:
BAUD=57600
MANUAL_BOOT=no

関連コマンド コマンド 説明

cat 1 つ以上のフ ァイ ルの内容を表示しま す。

type 1 つ以上のフ ァイ ルの内容を表示しま す。
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rename
rename
フ ァイ ルの名前を変更するには、 rename ブート ローダ コマン ドを使用しま す。

rename filesystem:/source-file-url filesystem:/destination-file-url 

構文の説明

コマンド  モード ブート ローダ

コマンド 履歴

filesystem: フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムのエイリ アスです。 システ ム ボード  フ
ラッ シュ  デバイスには flash: を使用しま す。

/source-file-url 元のパス （ディ レ ク ト リ ） およびフ ァイ ル名です。

/destination-file-url 新し いパス （ディ レ ク ト リ ） およびフ ァイ ル名です。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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rename
使用上のガイド ライン フ ァイ ル名およびディ レク ト リ 名は、 大文字と 小文字を区別しま す。

ス ラッ シュ （/） 間に指定でき るディ レク ト リ 名は 大 45 文字です。 ディ レ ク ト リ 名には制御
文字、 スペース、 削除文字、 ス ラッ シュ、 引用符、 セミ コ ロ ン、 コ ロ ンは使用できません。

指定でき るフ ァイ ル名は 大 45 文字です。 フ ァイ ル名には制御文字、 スペース、 削除文字、
ス ラッ シュ、 引用符、 セミ コ ロ ン、 コ ロ ンは使用できません。

例 次の例では、 フ ァイ ル config.text の名前を  config1.text に変更しま す。

switch: rename flash:config.text flash:config1.text

フ ァイ ル名が変更さ れたかど うかを確認するには、 dir filesystem: ブート ローダ コマン ドを入力
しま す。

関連コマンド コマンド 説明

copy コ ピー元からコ ピー先にフ ァイ ルをコ ピーしま す。
A-27
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

付録 A     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チのブート ローダ コマンド
reset
reset
システ ムのハード  リ セッ ト を実行するには、 reset ブート ローダ コマン ドを使用しま す。 ハー
ド  リ セッ ト を行 うと 、 ス イッ チの電源切断後に電源を投入する手順と 同様に、 プロセッ サ、 レ
ジスタ、 およびメ モリ の内容が消去さ れま す。

reset

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  モード ブート ローダ

コマンド 履歴

例 次の例では、 システ ムを リ セッ ト する方法を示しま す。

switch: reset
Are you sure you want to reset the system (y/n)?y
System resetting...

関連コマンド

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。

コマンド 説明

boot 実行可能イメ ージをロードおよび起動して、 コマン ド ラ イン イン
ターフェ イスを開始しま す。
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rmdir
rmdir
指定さ れたフ ァイ ル システ ムから  1 つ以上の空のディ レク ト リ を削除するには、 rmdir ブート
ローダ コマン ドを使用しま す。

rmdir filesystem:/directory-url ...

構文の説明

コマンド  モード ブート ローダ

コマンド 履歴

filesystem: フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムのエイリ アスです。 システ ム ボード  フ ラッ
シュ  デバイスには flash: を使用しま す。

/directory-url 削除する空のディ レク ト リ のパス （ディ レ ク ト リ ） および名前です。 ディ
レ ク ト リ 名はスペースで区切り ま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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rmdir
使用上のガイド ライン ス ラッ シュ （/） 間に指定でき るディ レク ト リ 名は 大 45 文字で、 大文字と 小文字の区別があ
り ま す。 ディ レ ク ト リ 名には制御文字、 スペース、 削除文字、 ス ラッ シュ、 引用符、 セミ コ ロ
ン、 およびコ ロ ンは使用できません。

ディ レ ク ト リ を削除する前に、 まずディ レク ト リ 内のフ ァイ ルを すべて削除する必要があり ま
す。

各ディ レク ト リ を削除する前に、 確認を求め るプロ ンプト が表示さ れま す。

例 次の例では、 ディ レ ク ト リ を  1 つ削除する方法を示しま す。

switch: rmdir flash:Test

ディ レク ト リ が削除さ れたかど うかを確認するには、 dir filesystem: ブート ローダ コマン ドを入
力しま す。

関連コマンド コマンド 説明

dir 指定さ れたフ ァイ ル システ ムのフ ァイ ルおよびディ レク ト リ のリ スト
を表示しま す。

mkdir 指定さ れたフ ァイ ル システ ムに 1 つ以上のディ レク ト リ を新規作成し
ま す。
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set
set
ブート ローダまたはス イッ チ上で稼働して いる他のソ フト ウェアを制御するために使用でき る
環境変数を設定したり 、 表示したり するには、 set ブート ローダ コマン ドを使用しま す。

set variable value

構文の説明 variable value variable および value には、 次に示すキーワードのいずれかを使用しま す。

MANUAL_BOOT ： ス イッ チを自動で起動するか、 または手動で起動するか
を決定しま す。

有効値は 1、 yes、 0、 および no です。 no または 0 に設定さ れて いる場合、
ブート ローダはシステ ムを自動的に起動し よ うと しま す。 それ以外に設定さ
れて いる場合は、 ブート ローダ モードから手動でス イッ チを起動する必要
があり ま す。

BOOT filesystem:/file-url ： 自動起動時にロードおよび実行さ れる実行可能
フ ァイ ルのセミ コ ロ ン区切り リ スト です。

BOOT 環境変数が設定さ れて いない場合、システ ムは、 フ ラッ シュ  フ ァイ ル 
システ ム全体に再帰的な縦型検索を行って、 初に検出さ れた実行可能イ
メ ージをロードして実行を試みま す。 BOOT 環境変数が設定さ れて いても指
定さ れた イメ ージをロードでき ない場合は、 システ ムはフ ラッ シュ  フ ァイ
ル システ ムで 初に見つかったブート  フ ァイ ルを起動し よ うと しま す。

ENABLE_BREAK ： コ ンソール上の  Break キーを使用して自動起動プロセス
を中断でき るかど うかを決定しま す。

有効値は 1、 yes、 on、 0、 no、 および off です。 1、 yes、 または on に設定さ
れて いる場合は、 フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムの初期化後にコ ンソール上
で Break キーを押して、 自動起動プロセスを中断できま す。

HELPER filesystem:/file-url ： ブート ローダの初期化中に動的にロードさ れる
ロード可能フ ァイ ルのセミ コ ロ ン区切り リ スト です。 ヘルパー フ ァイ ルは、
ブート ローダの機能を拡張したり 、 パッ チを当てたり しま す。

PS1 prompt ： ブート ローダ モードの場合に、 コマン ド ラ イン プロ ンプト と
して使用さ れる文字列です。

CONFIG_FILE flash:/file-url ： Cisco IOS がシステ ム設定の不揮発性コ ピーの
読み書き に使用するフ ァイ ル名です。

BAUD rate ： コ ンソールで使用さ れる速度 （ビッ ト / 秒単位） です。 コ ン
フィ ギュレーショ ン フ ァイ ルに別の設定が指定さ れて いない限り 、 Cisco 
IOS ソ フト ウェアはブート ローダからボー レート 設定を継承し、 こ の値を引
き続き使用しま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 4294967295 bps です。 有効値は、
50、 75、 110、 150、 300、 600、 1200、 1800、 2000、 2400、 3600、 4800、
7200、 9600、 14400、 19200、 28800、 38400、 56000、 57600、 115200、 およ
び 128000 です。

も一般的な値は、 300、 1200、 2400、 9600、 19200、 57600、 および 115200 
です。

HELPER_CONFIG_FILE filesystem:/file-url ： Cisco IOS ヘルパー イメ ージで
使用さ れるコ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ルの名前です。 この名前が設定
さ れて いない場合は、 CONFIG_FILE 環境変数で指定さ れたフ ァイ ルが、
ロー ドさ れるすべてのバージョ ンの  Cisco IOS （ヘルパー イメ ージを含む）
で使用さ れま す。 この変数は、 内部開発およびテスト 専用です。
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set
デフォルト 環境変数のデフォ ルト 値は、 次のと おり です。

MANUAL_BOOT: No (0)

BOOT: ヌ ル スト リ ング

ENABLE_BREAK: no （off または 0） （コ ンソール上で Break キーを押して自動起動プロセスを
中断するこ と はできません）

HELPER: デフォ ルト 値はあり ません （ヘルパー フ ァイ ルは自動的にロードさ れません）。

PS1: switch:

CONFIG_FILE: config.text

BAUD: 9600 bps

HELPER_CONFIG_FILE: デフォ ルト 値はあり ません （ヘルパー コ ンフィ ギュレーショ ン フ ァ
イ ルは指定さ れません）

SWITCH_NUMBER: 1

SWITCH_PRIORITY: 1

（注） 値が設定さ れた環境変数は、 各フ ァイ ルのフラッ シュ  フ ァイ ル システ ムに保存さ れて いま す。
こ れらのフ ァイ ルの各行に、 環境変数名と 等号、 その後に変数の値が格納さ れて いま す。 こ の
フ ァイ ルに表示さ れて いない変数には値があり ません。 表示さ れて いればヌ ル スト リ ングで
あっても値があり ま す。 ヌ ル スト リ ング （たと えば " "） に設定さ れて いる変数は、 値が設定
さ れた変数です。 多く の環境変数は事前に定義さ れており 、 デフォ ルト 値が設定さ れて いま
す。

コマンド  モード ブート ローダ

コマンド 履歴 リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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set
使用上のガイド ライン 環境変数は大文字と 小文字の区別があり 、 指定どおり に入力する必要があり ま す。

値を持つ環境変数は、 フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムの外にあるフ ラッ シュ  メ モリ に保存さ れ
ま す。

通常の環境では、 環境変数の設定を変更する必要はあり ません。

MANUAL_BOOT 環境変数は、 boot manual グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使
用して設定するこ と も できま す。

BOOT 環境変数は、 boot system filesystem:/file-url グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン
ドを使用して設定するこ と も できま す。

ENABLE_BREAK 環境変数は、 boot enable-break グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン
ドを使用して設定するこ と も できま す。

HELPER 環境変数は、boot helper filesystem:/file-url グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン
ドを使用して設定するこ と も できま す。

CONFIG_FILE 環境変数は、 boot config-file flash:/file-url グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン 
コマン ドを使用して設定するこ と も できま す。

HELPER_CONFIG_FILE 環境変数は、 boot helper-config-file filesystem:/file-url グローバル コ ン
フィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して設定するこ と も できま す。

HELPER_CONFIG_FILE 環境変数は、 boot helper-config-file filesystem:/file-url グローバル コ ン
フィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して設定するこ と も できま す。

SWITCH_NUMBER 環境変数は、 switch current-stack-member-number renumber 
new-stack-member-number グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して設定するこ
と も できま す。

SWITCH_PRIORITY 環境変数は、 switch stack-member-number priority priority-number グローバ
ル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して設定するこ と も できま す。

ブート ローダのプロ ンプト  スト リ ング （PS1） には、 等号 （=） を除く 、 出力可能な文字列を  
120 文字まで指定できま す。

例 次の例では、 ブート ローダのプロ ンプト を変更する方法を示しま す。

switch: set PS1 loader: 
loader: 

設定を確認するには、 set ブート ローダ コマン ドを使用しま す。

関連コマンド コマンド 説明

unset 1 つ以上の環境変数を元の設定に戻しま す。
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type
type
1 つ以上のフ ァイ ルの内容を表示するには、 type ブート ローダ コマン ドを使用しま す。

type filesystem:/file-url ...

構文の説明

コマンド  モード ブート ローダ

コマンド 履歴

filesystem: フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムのエイリ アスです。 システ ム ボード  フ
ラッ シュ  デバイスには flash: を使用しま す。

/file-url 表示するフ ァイ ルのパス （ディ レク ト リ ） および名前です。 フ ァイ ル
名はスペースで区切り ま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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type
使用上のガイド ライン フ ァイ ル名およびディ レク ト リ 名は、 大文字と 小文字を区別しま す。

フ ァイ ルのリ スト を指定した場合は、 各フ ァイ ルの内容が順に表示さ れま す。

例 次の例では、 2 つのフ ァイ ル内容を表示する方法を示しま す。

switch: type flash:/new-images/info flash:env_vars
version_suffix: image-version 
version_directory:image-name 
image_name:image-name .bin
ios_image_file_size: 6398464
total_image_file_size: 8133632
image_feature: IP|LAYER_3|PLUS|MIN_DRAM_MEG=128LAYER_2|MIN_DRAM_MEG=64switch-family
info_end:
BAUD=57600
MANUAL_BOOT=no

関連コマンド コマンド 説明

cat 1 つ以上のフ ァイ ルの内容を表示しま す。

more 1 つ以上のフ ァイ ルの内容を表示しま す。
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unset
unset
1 つ以上の環境変数を リ セッ ト するには、 unset ブート ローダ コマン ドを使用しま す。

unset variable ...

構文の説明

コマンド  モード ブート ローダ

コマンド 履歴

variable variable には、 次に示すキーワードのいずれかを使用しま す。

MANUAL_BOOT ： ス イッ チを自動で起動するか、 または手動で起動
するかを決定しま す。

BOOT ： 自動起動時に、 実行可能フ ァイ ルのリ スト を リ セッ ト して、
ロー ドおよび実行しま す。 BOOT 環境変数が設定さ れて いない場合、
システ ムは、 フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ム全体に再帰的な縦型検索
を行って、 初に検出さ れた実行可能イメ ージをロードして実行を試
みま す。 BOOT 環境変数が設定さ れて いても指定さ れた イメ ージを
ロードでき ない場合は、 システ ムはフ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムで
初に見つかったブート  フ ァイ ルを起動し よ うと しま す。

ENABLE_BREAK ： フ ラッ シュ  フ ァイ ル システ ムの初期化後に、 コ
ンソール上の  Break キーを使用して自動起動プロセスを中断でき るか
ど うかを決定しま す。

HELPER ： ブート ローダの初期化中に動的にロードさ れるロード可能
フ ァイ ルのセミ コ ロ ン区切り リ スト です。 ヘルパー フ ァイ ルは、
ブート ローダの機能を拡張したり 、 パッ チを当てたり しま す。

PS1 ： ブート ローダ モードの場合に、 コマン ド ラ イン プロ ンプト と し
て使用さ れる文字列です。

CONFIG_FILE ： Cisco IOS がシステ ム設定の不揮発性コ ピーの読み
書き に使用するフ ァイ ル名を リ セッ ト しま す。

BAUD ： コ ンソールで使用さ れる速度 （ビッ ト / 秒単位） を リ セッ ト
しま す。 コ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ルに別の設定が指定さ れて
いない限り 、 Cisco IOS ソ フト ウェアはブート ローダからボー レート
設定を継承し、 この値を引き続き使用しま す。

HELPER_CONFIG_FILE ：Cisco IOS ヘルパー イメ ージで使用さ れる
コ ンフィ ギュレーショ ン フ ァイ ルの名前を リ セッ ト しま す。 この名
前が設定さ れて いない場合は、 CONFIG_FILE 環境変数で指定さ れた
フ ァイ ルが、 ロー ドさ れるすべてのバージョ ンの  Cisco IOS （ヘル
パー イメ ージを含む） で使用さ れま す。 この変数は、 内部開発および
テスト 専用です。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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unset
使用上のガイド ライン 通常の環境では、 環境変数の設定を変更する必要はあり ません。

MANUAL_BOOT 環境変数は、 no boot manual グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを
使用して リ セッ ト するこ と も できま す。

BOOT 環境変数は、 no boot system グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して リ
セッ ト するこ と も できま す。

ENABLE_BREAK 環境変数は、 no boot enable-break グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマ
ン ドを使用して リ セッ ト するこ と も できま す。

HELPER 環境変数は、 no boot helper グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用して
リ セッ ト するこ と も できま す。

CONFIG_FILE 環境変数は、 no boot config-file グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを
使用して リ セッ ト するこ と も できま す。

HELPER_CONFIG_FILE 環境変数は、 no boot helper-config-file グローバル コ ンフィ ギュレー
ショ ン コマン ドを使用して リ セッ ト するこ と も できま す。

ブート ローダのプロ ンプト  スト リ ング （PS1） には、 等号 （=） を除く 、 出力可能な文字列を  
120 文字まで指定できま す。

例 次の例では、 プロ ンプト  スト リ ングを元の設定にリ セッ ト する方法を示しま す。

switch: unset PS1
switch:

関連コマンド コマンド 説明

set 環境変数を設定または表示しま す。
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version
version
ブート ローダのバージョ ンを表示するには、 version ブート ローダ コマン ドを使用しま す。

version

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  モード ブート ローダ

コマンド 履歴

例 次の例では、 ブート ローダのバージョ ンを表示する方法を示しま す。

switch: version
C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(25)FX
Compiled Wed 05-Mar-08 10:11 by engineer

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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付 録 B

Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P 
スイッ チの debug コマンド

こ の付録では、 Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-C ス イッ チで使用するために作成または変
更さ れた  debug 特権 EXEC コマン ドについて説明しま す。 こ れらのコマン ドは、 インターネッ
ト ワーキングの問題の診断および解決に役立ちま す。 使用する場合には、 必ずシスコのテクニ
カ ル サポート 担当者の指示に従ってく ださ い。

注意 デバッ グ出力は CPU プロセスで高プラ イオリ ティ が割り 当てら れて いるため、 デバッ グ出力
を行 うと システ ムが使用でき なく なるこ と があり ま す。 したがって、 debug コマン ドを使用す
るのは、 特定の問題のト ラブルシューティ ング時、 またはシスコのテクニカ ル サポート 担当者
と と も にト ラブルシューティ ングを行 う場合に限定してく ださ い。 debug コマン ドは、 ネッ ト
ワーク  ト ラフィ ッ ク が少なく 、 ユーザも少ないと き に使用するのが 良です。 デバッ ギングを
こ のよ うな時間帯に行 うと 、 debug コマン ド処理のオーバーヘッ ドの増加により システ ムの使
用に影響が及ぶ可能性が少なく なり ま す。
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debug authentication
debug authentication
インターフェ イスの認証設定のデバッ グを イネーブルにするには、 debug authentication 特権 
EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式
を使用しま す。

debug authentication {all | errors | events | sync | feature [all] [acct] [auth_fail_vlan] 
[auth_policy] [autocfg] [critical] [dhcp] [guest_vlan] [mab_pm] [mda] [multi_auth] 
[switch_pm] [switch_sync] [vlan_assign] [voice] [webauth] [all | errors | events]} 

no debug authentication {all | errors | events | sync | feature [all] [acct] [auth_fail_vlan] 
[auth_policy] [autocfg] [critical] [dhcp] [guest_vlan] [mab_pm] [mda] [multi_auth] 
[switch_pm] [switch_sync] [vlan_assign] [voice] [webauth] [all | errors | events]} 

構文の説明 acct （任意） 認証マネージャ  アカ ウンティ ング情報を表示しま す。

all （任意） 認証マネージャ  デバッ グ メ ッ セージを すべて表示しま す。

auth_fail_vlan （任意） 制限さ れた  VLAN の認証マネージャ  エラーを表示しま す。

auth_policy （任意） 認証ポリ シー メ ッ セージを表示しま す。

autocfg （任意） 自動設定認証マネージャ  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

critical （任意） アク セス不能な認証バイパス  メ ッ セージを表示しま す。

（注） アク セス不能な認証バイパス機能は、 ク リ ティ カ ル認証また
は認証、 許可、 アカ ウンティ ング （AAA） 失敗ポリ シーと も
呼ばれて いま す。

dhcp （任意） DHCP ダイナミ ッ ク  アドレス対応インターフェ イスでの認証
マネージャ  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

errors （任意） 認証マネージャ  エラー デバッ グ メ ッ セージを すべて表示し
ま す。

events （任意） すべての認証マネージャ  イベント のデバッ グ メ ッ セージ
（レジスト リ および各種イベント を含む） を表示しま す。

feature （任意） 認証マネージャ機能のデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

guest_vlan （任意） ゲスト  VLAN 認証マネージャ  メ ッ セージを表示しま す。

mab_pm （任意） MAC 認証マネージャ  バイパス認証デバッ グ メ ッ セージを表
示しま す。

mda （任意） マ ルチドメ イン認証マネージャ  デバッ グ メ ッ セージを表示
しま す。

multi_auth （任意） マ ルチ認証マネージャ  デバッ グ認証メ ッ セージを表示しま
す。

switch_pm （任意） ス イッ チ ポート  マネージャ  メ ッ セージを表示しま す。

switch_sync （任意） ス イッ チ、 認証サーバ、 および接続装置の間の同期メ ッ セー
ジを表示しま す。

sync （任意） 操作同期認証マネージャ  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

vlan_assign （任意） VLAN-assignment デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

voice （任意） 音声 VLAN デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

webauth （任意） Web 認証マネージャ  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。
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debug authentication
デフォルト 認証デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug authentication コマン ドは、 no debug authentication コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。

スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始して、 スタッ ク  メ ンバのコマン ド ラ イン プロ
ンプト で debug authentication コマン ドを入力できま す。 また、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上
で remote command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用して、 スタッ ク  メ
ンバのデバッ グを イネーブルにするこ と も できま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

authentication 
control-direction

ポート  モードを単一方向または双方向に設定しま す。

authentication 
event

特定の認証イベント のアクショ ンを設定しま す。

authentication 
event linksec fail 
action

IEEE 802.1x 認証をサポート し ないク ラ イアント 用のフォールバッ ク方
式と して  Web 認証を使用するよ うポート を設定しま す。

authentication 
host-mode

ポート で認証マネージャ  モードを設定しま す。

authentication open ポート でオープン アク セスを イネーブルまたはディ セーブルにしま す。

authentication 
order

ポート で使用する認証方式の順序を設定しま す。

authentication 
periodic

ポート で再認証を イネーブルまたはディ セーブルにしま す。

authentication 
port-control

ポート の認証ステート の手動制御を イネーブルにしま す。

authentication 
priority

ポート  プラ イオリ ティ  リ スト に認証方式を追加しま す。

authentication 
violation

新し いデバイスがポート に接続するか、 ポート に 大数のデバイスが接
続した後で、 新し いデバイスがポート に接続した場合に発生する違反
モードを設定しま す。

show 
authentication

ス イッ チの認証マネージャ  イベント に関する情報を表示しま す。
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debug auto qos
debug auto qos
Automatic Quality of Service （auto-QoS） 機能のデバッ グを イネーブルにするには、 debug auto 
qos 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ド
の  no 形式を使用しま す。

debug auto qos 

no debug auto qos

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明 こ のコマン ドには、 キーワードと 引数はあり ません。

デフォルト auto-QoS デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン auto-QoS がイネーブルのと き に自動的に生成さ れる QoS の設定を表示するには、 auto-QoS を
イネーブルにする前にデバッ グを イネーブルにしま す。 デバッ グを イネーブルするには、
debug auto qos 特権 EXEC コマン ドを入力しま す。

undebug auto qos コマン ドは、 no debug auto qos コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

例 次の例では、 auto-QoS がイネーブルの場合に自動的に生成さ れる QoS 設定を表示する方法を示
しま す。

Switch# debug auto qos
AutoQoS debugging is on
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# auto qos voip cisco-phone

21:29:41: mls qos map cos-dscp 0 8 16 26 32 46 48 56

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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debug auto qos
21:29:41: mls qos
21:29:42: no mls qos srr-queue input cos-map
21:29:42: no mls qos srr-queue output cos-map
21:29:42: mls qos srr-queue input cos-map queue 1 threshold 3 0
21:29:42: mls qos srr-queue input cos-map queue 1 threshold 2 1
21:29:42: mls qos srr-queue input cos-map queue 2 threshold 1 2
21:29:42: mls qos srr-queue input cos-map queue 2 threshold 2 4 6 7
21:29:43: mls qos srr-queue input cos-map queue 2 threshold 3 3 5
21:29:43: mls qos srr-queue output cos-map queue 1 threshold 3 5
21:29:43: mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 3 3 6 7
21:29:44: mls qos srr-queue output cos-map queue 3 threshold 3 2 4
21:29:44: mls qos srr-queue output cos-map queue 4 threshold 2 1
21:29:44: mls qos srr-queue output cos-map queue 4 threshold 3 0
21:29:44: no mls qos srr-queue input dscp-map
21:29:44: no mls qos srr-queue output dscp-map
21:29:44: mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 2 9 10 11 12 13 14 15
21:29:45: mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 3 0 1 2 3 4 5 6 7
21:29:45: mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 3 32
21:29:45: mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 1 16 17 18 19 20 21 22 23
21:29:45: mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 2 33 34 35 36 37 38 39 48
21:29:46: mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 2 49 50 51 52 53 54 55 56
21:29:46: mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 2 57 58 59 60 61 62 63
21:29:46: mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 3 24 25 26 27 28 29 30 31 
21:29:47: mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 3 40 41 42 43 44 45 46 47
21:29:47: mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 3 40 41 42 43 44 45 46 47
21:29:47: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 24 25 26 27 28 29 30 31
21:29:47: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 48 49 50 51 52 53 54 55
21:29:48: mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 56 57 58 59 60 61 62 63
21:29:48: mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 threshold 3 16 17 18 19 20 21 22 23
21:29:48: mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 threshold 3 32 33 34 35 36 37 38 39
21:29:49: mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 1 8
21:29:49: mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 2 9 10 11 12 13 14 15
21:29:49: mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 3 0 1 2 3 4 5 6 7
21:29:49: no mls qos srr-queue input priority-queue 1
21:29:49: no mls qos srr-queue input priority-queue 2
21:29:50: mls qos srr-queue input bandwidth 90 10
21:29:50: no mls qos srr-queue input buffers
21:29:50: mls qos queue-set output 1 buffers 10 10 26 54
21:29:50: interface GigabitEthernet2/0/1
21:29:50:  mls qos trust device cisco-phone
21:29:50:  mls qos trust cos
21:29:50:  no queue-set 1
21:29:50:  srr-queue bandwidth shape 10 0 0 0
21:29:50:  srr-queue bandwidth share 10 10 60 20

関連コマンド コマンド 説明

auto qos voip QoS ドメ イン内で Voice over IP （VoIP） の  auto-QoS を設定しま す。

show auto qos auto-QoS 機能によって生成さ れた初期設定を表示しま す。

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug backup
debug backup
Flex Link バッ ク アッ プ インターフェ イスのデバッ グを イネーブルにするには、 debug backup 
特権 EXEC コマン ドを使用しま す。デバッ グをディ セーブルにする場合は、こ のコマン ドの  no 
形式を使用しま す。

debug backup {all | errors | events | vlan-load-balancing}

no debug backup {all | errors | events | vlan-load-balancing}

構文の説明

デフォルト バッ ク アッ プ インターフェ イス  デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug backup コマン ドは、 no debug backup コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

all バッ ク アッ プ インターフェ イスのデバッ グ メ ッ セージを すべて表示しま
す。

errors バッ ク アッ プ インターフェ イスのエラーまたは例外デバッ グ メ ッ セージ
を表示しま す。

events バッ ク アッ プ インターフェ イスの イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示
しま す。

vlan-load-
balancing

バッ ク アッ プ インターフェ イスの  VLAN ロー ド  バランシングを表示し
ま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま
す。
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debug cisp
debug cisp 
Client Information Signalling Protocol （CISP） に対応した インターフェ イス上で発生したメ ッ
セージ交換と イベント のデバッ グを イネーブルにするには、 debug cisp グローバル コ ンフィ
ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ド
の  no 形式を使用しま す。

debug cisp [all | errors | events | packets | sync]

no debug cisp [initialization | interface-configuration | rpc]

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug cisp コマン ドは、 no debug cisp コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

all CISP デバッ グ メ ッ セージを すべて表示しま す。

errors CISP デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

events CISP イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

packets CISP パケッ ト  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

sync CISP 操作同期デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

cisp enable Client Information Signalling Protocol （CISP） を イネーブルにしま す。

dot1x credentials 
(global configuration) 
profile

プロフ ァイ ルをサプリ カント  ス イッ チに設定しま す。

show cisp 指定さ れた インターフェ イスの  CISP 情報を表示しま す。
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debug cluster
debug cluster
ク ラスタ固有イベント のデバッ グを イネーブルにするには、 debug cluster 特権 EXEC コマン ド
を使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug cluster {discovery | events | extended | hsrp | http | ip [packet] | members | nat | neighbors 
| platform | snmp | vqpxy}

no debug cluster {discovery | events | extended | hsrp | http | ip [packet] | members | nat | 
neighbors | platform | snmp | vqpxy}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドが利用でき るのは、 ク ラスタ  コマン ド  ス イッ チ スタッ クまたはク ラスタ  コマン
ド  ス イッ チに限ら れま す。

undebug cluster コマン ドは、 no debug cluster コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ

discovery ク ラスタ  ディ スカバリ  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

events ク ラスタ  イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

extended 拡張ディ スカバリ  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

hsrp ホッ ト スタ ンバイ ルータ  プロト コ ル （HSRP） デバッ グ メ ッ セージを表
示しま す。

http ハイパーテキスト 転送プロト コ ル （HTTP） デバッ グ メ ッ セージを表示
しま す。

ip [packet] IP またはト ランスポート  パケッ ト  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

members ク ラスタ  メ ンバ デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

nat ネッ ト ワーク  アドレス変換 （NAT） デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

neighbors ク ラスタ  ネイバー デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

platform プラッ ト フォー ム特定ク ラスタ  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

snmp 簡易ネッ ト ワーク管理プロト コ ル （SNMP） デバッ グ メ ッ セージを表示
しま す。

vqpxy VLAN Query Protocol （VQP） プロキシ  デバッ グ メ ッ セージを表示しま
す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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付録 B     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの debug コマンド
debug cluster
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま
す。

show cluster ス イッ チが属するク ラスタのステータス およびサマリ ーを表示し
ま す。

show cluster candidates コマン ド  ス イッ チ上で入力さ れた場合に候補ス イッ チのリ スト を
表示しま す。

show cluster members コマン ド  ス イッ チ上で実行さ れた場合にク ラスタ  メ ンバに関する
情報を表示しま す。
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debug dot1x
debug dot1x
IEEE 802.1x 認証機能のデバッ グを イネーブルにするには、 debug dot1x 特権 EXEC コマン ドを
使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug dot1x {all | errors | events | feature | packets | registry | state-machine}

構文の説明

（注） redundancy キーワードは、 コマン ド ラ インのヘルプ スト リ ングには表示さ れま すが、 サポー
ト さ れて いません。

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug dot1x コマン ドは、 no debug dot1x コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

all すべての  IEEE 802.1x 認証デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

errors IEEE 802.1x エラー デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

events IEEE 802.1x イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

feature IEEE 802.1x 機能のデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

packets IEEE 802.1x パケッ ト  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

registry IEEE 802.1x レジスト リ 呼び出しのデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

state-machine ステート  マシン関連イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(25)SEE feature キーワードが追加さ れま した。

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。

show dot1x ス イッ チまたは指定さ れたポート の  IEEE 802.1x 統計情報、 管理ス
テータス、 および動作ステータスを表示しま す。
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debug dtp
debug dtp
ダイナミ ッ ク  ト ランキング プロト コ ル （DTP） アク ティ ビティ のデバッ グを イネーブルにする
には、 debug dtp 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、
こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug dtp {aggregation | all | decision | events | oserrs | packets | queue | states | timers}

no debug dtp {aggregation | all | decision | events | oserrs | packets | queue | states | timers}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug dtp コマン ドは、 no debug dtp コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

aggregation DTP ユーザ メ ッ セージ アグリ ゲーショ ン デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

all すべての  DTP デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

decision DTP 決定テーブル デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

events DTP イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

oserrs DTP オペレーティ ングシステ ム関連エラー デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

packets DTP パケッ ト 処理デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

queue DTP パケッ ト  キューイング デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

states DTP ステート 遷移デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

timers DTP タ イマー イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま
す。

show dtp ス イッ チまたは指定さ れた インターフェ イスの  DTP 情報を表示し
ま す。
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debug eap
debug eap
Extensible Authentication Protocol （EAP） のアク ティ ビティ をデバッ グするには、 debug eap 特
権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 このコマン ドの  no 
形式を使用しま す。

debug dot1x {all | authenticator | errors | events | md5 | packets | peer | sm}

no debug dot1x {all | authenticator | errors | events | md5 | packets | peer | sm}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug dot1x コマン ドは、 no debug dot1x コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

all EAP デバッ グ メ ッ セージを すべて表示しま す。

authenticator オーセンティ ケータ  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

errors EAP エラー デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

events EAP イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

md5 EAP-MD5 デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

packets EAP パケッ ト  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

peer EAP ピア デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

sm EAP ステート  マシン関連イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)SEE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。

show eap ス イッ チまたは指定さ れたポート の  EAP のレジスト レーショ ン情報
およびセッ ショ ン情報を表示しま す。
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debug etherchannel
debug etherchannel
EtherChannel/PAgP シ ムのデバッ グを イネーブルにするには、debug etherchannel 特権 EXEC コ
マン ドを使用しま す。 こ のシ ムは、 ポート 集約プロト コ ル （PAgP） ソ フト ウェ ア モジュール
と ポート  マネージャ  ソ フト ウェア モジュール間のインターフェ イスと なるソ フト ウェア モ
ジュールです。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug etherchannel [all | detail | error | event | idb]no debug etherchannel [all | detail | error | 
event | idb]

構文の説明

（注） linecard キーワードは、 コマン ド ラ インのヘルプ スト リ ングには表示さ れま すが、 サポート さ
れて いません。

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン キーワードを指定し ない場合は、 すべてのデバッ グ メ ッ セージが表示さ れま す。

undebug etherchannel コマン ドは、 no debug etherchannel コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

all （任意） EtherChannel デバッ グ メ ッ セージを すべて表示しま す。

detail （任意） EtherChannel デバッ グ メ ッ セージの詳細を表示しま す。

error （任意） EtherChannel エラー デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

event （任意） 主な EtherChannel イベント  メ ッ セージをデバッ グしま す。

idb （任意） PAgP インターフェ イス記述子ブロッ ク  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。

show etherchannel チャ ネルの EtherChannel 情報を表示しま す。
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付録 B     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの debug コマンド
debug ilpower
debug ilpower
電源コ ント ローラおよび Power over Ethernet （PoE） システ ムのデバッ グを イネーブルにするに
は、 debug ilpower 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、
こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug ilpower {cdp | controller | event | ha | port | powerman | registries}

no debug ilpower {cdp | controller | event | ha | port | powerman | registries}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 PoE 対応ス イッ チだけでサポート さ れて いま す。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

cdp PoE Cisco Discovery Protocol （CDP） デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

controller PoE コ ント ローラ  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

event PoE イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

ha PoE ハイ アベイラ ビリ ティ  メ ッ セージを表示しま す。

port PoE ポート  マネージャ  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

powerman PoE 電力管理デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

registries PoE レジスト リ  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(44)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show controllers power inline 指定した  PoE コ ント ローラのレジスタ値を表示しま す。

show power inline 指定した  PoE ポート またはすべての  PoE ポート の電源ステー
タスを表示しま す。
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付録 B     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの debug コマンド
debug interface
debug interface
インターフェ イス関連のアク ティ ビティ のデバッ グを イネーブルにするには、 debug interface 
特権 EXEC コマン ドを使用しま す。デバッ グをディ セーブルにする場合は、こ のコマン ドの  no 
形式を使用しま す。

debug interface {interface-id | null interface-number | port-channel port-channel-number | 
vlan vlan-id}

no debug interface {interface-id | null interface-number | port-channel port-channel-number | 
vlan vlan-id}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン キーワードを指定し ない場合は、 すべてのデバッ グ メ ッ セージが表示さ れま す。

undebug interface コマン ドは、 no debug interface コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

interface-id タ イプ ス イッ チ番号 / モジュール番号 / ポート （例 ： gigabitethernet 
0/2） によって識別さ れる指定さ れた物理ポート のデバッ グ メ ッ セー
ジを表示しま す。

null interface-number ヌ ル インターフェ イスのデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。
interface-number は常に 0 です。

port-channel 
port-channel-number 

指定さ れた  EtherChannel ポート チャ ネル インターフェ イスのデバッ グ 
メ ッ セージを表示しま す。 port-channel-number は 1 ～ 6 です。

vlan vlan-id 指定した  VLAN のデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。指定でき る vlan 
id の範囲は 1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。

show etherchannel チャ ネルの EtherChannel 情報を表示しま す。
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付録 B     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの debug コマンド
debug ip dhcp snooping
debug ip dhcp snooping
DHCP スヌーピングのデバッ グを イネーブルにするには、debug ip dhcp snooping 特権 EXEC コ
マン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用
しま す。

debug ip dhcp snooping {mac-address | agent | event | packet}

no debug ip dhcp snooping {mac-address | agent | event | packet}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug ip dhcp snooping コマン ドは、 no debug ip dhcp snooping コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

mac-address 指定さ れた  MAC アドレスを持つ DHCP パケッ ト のデバッ グ メ ッ セージを表
示しま す。

agent DHCP スヌーピング エージェント のデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

event DHCP スヌーピング イベント のデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

packet DHCP スヌーピングのデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表
示しま す。
B-16
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リ フ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

付録 B     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの debug コマンド
debug ip verify source packet
debug ip verify source packet 
IP 送信元ガードのデバッ グを イネーブルにするには、 debug ip verify source packet 特権 EXEC 
コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使
用しま す。

debug ip verify source packet 

no debug ip verify source packet

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug ip verify source packet コマン ドは、no debug ip verify source packet コマン ドと 同じで
す。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表
示しま す。
B-17
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

付録 B     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの debug コマンド
debug ip igmp filter
debug ip igmp filter
インターネッ ト  グループ管理プロト コ ル （IGMP） フィ ルタ  イベント のデバッ グを イネーブル
にするには、 debug ip igmp filter 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブル
にする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug ip igmp filter

no debug ip igmp filter

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug ip igmp filter コマン ドは、 no debug ip igmp filter コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug ip igmp max-groups
debug ip igmp max-groups
インターネッ ト  グループ管理プロト コ ル （IGMP） 大グループ イベント のデバッ グを イネー
ブルにするには、 debug ip igmp max-groups 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グを
ディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug ip igmp max-groups

no debug ip igmp max-groups

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug ip igmp max-groups コマン ドは、 no debug ip igmp max-groups コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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付録 B     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの debug コマンド
debug ip igmp snooping
debug ip igmp snooping
インターネッ ト  グループ管理プロト コ ル （IGMP） スヌーピング アク ティ ビティ のデバッ グを
イネーブルにするには、 debug igmp snooping 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グを
ディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug ip igmp snooping [group | management | querier | router | timer] 

no debug ip igmp snooping [group | management | querier | router | timer]

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug ip igmp snooping コマン ドは、 no debug ip igmp snooping コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

group （任意） IGMP スヌーピング グループ アク ティ ビティ のデバッ グ メ ッ セー
ジを表示しま す。

management （任意） IGMP スヌーピング管理アク ティ ビティ のデバッ グ メ ッ セージを表
示しま す。

querier （任意） IGMP スヌーピング ク エリ ア デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

router （任意） IGMP スヌーピング ルータ  アク ティ ビティ のデバッ グ メ ッ セージ
を表示しま す。

timer （任意） IGMP スヌーピング タ イマー イベント のデバッ グ メ ッ セージを表
示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

debug platform ip 
igmp snooping

プラッ ト フォー ムに依存する IGMP スヌーピング アク ティ ビティ に関
する情報を表示しま す。

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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付録 B     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの debug コマンド
debug lacp
debug lacp 
Link Aggregation Control Protocol （LACP） のアク ティ ビティ のデバッ グを イネーブルにするに
は、 debug lacp 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 こ
のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug lacp [all | event | fsm | misc | packet]

no debug lacp [all | event | fsm | misc | packet]

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug lacp コマン ドは、 no debug lacp コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

all （任意） LACP デバッ グ メ ッ セージを すべて表示しま す。

event （任意） LACP イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

fsm （任意） LACP 有限ステート  マシン デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

misc （任意） 各種 LACP デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

packet （任意） LACP パケッ ト  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。

show lacp LACP チャ ネル グループ情報を表示しま す。
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付録 B     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの debug コマンド
debug lldp packets
debug lldp packets
リ ンク層検出プロト コ ル （LLDP） のパケッ ト のデバッ グを イネーブルにするには、 debug lldp 
packets 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 このコマ
ン ドの  no 形式を使用しま す。

debug lldp packets

no debug lldp packets

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug lldp packets コマン ドは、 no debug lldp packets コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug mac-notification
debug mac-notification
MAC 通知イベント のデバッ グを イネーブルにするには、 debug mac-notification 特権 EXEC コ
マン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用
しま す。

debug mac-notification

no debug mac-notification

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug mac-notification コマン ドは、 no debug mac-notification コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。

show mac 
address-table 
notification

すべての インターフェ イスまたは指定さ れた インターフェ イスに対す
る MAC アドレス通知情報を表示しま す。
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debug matm
debug matm
プラッ ト フォー ム独立 MAC アドレス管理のデバッ グを イネーブルにするには、 debug matm 特
権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 このコマン ドの  no 
形式を使用しま す。

debug matm 

no debug matm

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug matm コマン ドは、 no debug matm コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

debug platform matm プラッ ト フォー ムに依存する MAC アドレス管理に関する情報を表示
しま す。

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug matm move update
debug matm move update
MAC アドレス  テーブル移行更新メ ッ セージ処理のデバッ グを イネーブルにするには、 debug 
matm move update 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

debug matm move update

no debug matm move update

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug matm move update コマン ドは、 no debug matm move update コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)SED このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

mac address-table 
move update {receive | 
transmit}

ス イッ チに MAC アドレス  テーブル移行更新機能を設定しま す。

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。

show mac 
address-table move 
update

ス イッ チに MAC アドレス  テーブル移行更新情報を表示しま す。
B-25
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

付録 B     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの debug コマンド
debug monitor
debug monitor
ス イッ チド  ポート  アナラ イザ （SPAN） 機能のデバッ グを イネーブルにするには、 debug 
monitor 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 このコマ
ン ドの  no 形式を使用しま す。

debug monitor {all | errors | idb-update | info | list | notifications | platform | requests | snmp}

no debug monitor {all | errors | idb-update | info | list | notifications | platform | requests | 
snmp}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug monitor コマン ドは、 no debug monitor コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

all すべての  SPAN デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

errors 詳細 SPAN エラー デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

idb-update SPAN インターフェ イス記述ブロッ ク （IDB） 更新ト レース  デバッ グ メ ッ
セージを表示しま す。

info SPAN 情報追跡デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

list SPAN ポート および VLAN リ スト 追跡デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

notifications SPAN 通知デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

platform SPAN プラッ ト フォー ム追跡デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

requests SPAN 要求デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

snmp SPAN および簡易ネッ ト ワーク管理プロト コ ル （SNMP） 追跡デバッ グ 
メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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debug monitor
関連コマンド コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。

show monitor ス イッ チ上の  SPAN および Remote SPAN （RSPAN） セッ ショ ンにつ
いてのすべての情報を表示しま す。
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debug mvrdbg
debug mvrdbg
Multicast VLAN Registration （MVR） のデバッ グを イネーブルにするには、 debug mvrdbg 特権 
EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式
を使用しま す。

debug mvrdbg {all | events | igmpsn | management | ports}

no debug mvrdbg {all | events | igmpsn | management | ports}

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug mvrdbg コマン ドは、 no debug mvrdbg コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

all MVR アク ティ ビティ  デバッ グ メ ッ セージを すべて表示しま す。

events MVR イベント 処理デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

igmpsn MVR インターネッ ト  グループ管理プロト コ ル （IGMP） スヌーピング 
アク ティ ビティ  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

management MVR 管理アク ティ ビティ  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

ports MVR ポート  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。

show mvr 現在の  MVR 設定を表示しま す。
B-28
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リ フ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

付録 B     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの debug コマンド
debug nmsp
debug nmsp
ス イッ チのネッ ト ワーク  モビリ ティ  サービス  プロト コ ル （NMSP） のデバッ グを イネーブルに
するには、 debug nmsp 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 こ のコマン ドは、 ス イッ チで暗号
化ソ フト ウェア イメ ージが実行さ れて いる場合にだけ利用できま す。 デバッ グをディ セーブル
にする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug nmsp {all | connection | error | event | packet | rx | tx}

no debug nmsp

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug nmsp コマン ドは、 no debug nmsp コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。

show nmsp NMSP 情報を表示しま す。
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debug nvram
debug nvram
NVRAM のアク ティ ビティ のデバッ グを イネーブルにするには、 debug nvram 特権 EXEC コマ
ン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用し
ま す。

debug nvram

no debug nvram

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug nvram コマン ドは、 no debug nvram コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug pagp
debug pagp
ポート 集約プロト コ ル （PAgP） のアク ティ ビティ のデバッ グを イネーブルにするには、 debug 
pagp 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 このコマン
ドの  no 形式を使用しま す。

debug pagp [all | dual-active | event | fsm | misc | packet]

no debug pagp [all | dual-active | event | fsm | misc | packet]

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug pagp コマン ドは、 no debug pagp コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

all （任意） PAgP デバッ グ メ ッ セージを すべて表示しま す。

dual-active （任意） デュ アル アク ティ ブ検出メ ッ セージを表示しま す。

event （任意） PAgP イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

fsm （任意） PAgP 有限ステート  マシン デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

misc （任意） 各種 PAgP デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

packet （任意） PAgP パケッ ト  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(46)SE dual-active キーワードが追加さ れま した。

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。

show pagp PAgP チャ ネル グループ情報を表示しま す。
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debug platform acl
アク セス  コ ント ロール リ スト （ACL） マネージャのデバッ グを イネーブルにするには、 debug 
platform acl 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 こ の
コマン ドの no 形式を使用しま す。

debug platform acl {all | exit | label | main | stack | warn}

no debug platform acl {all | exit | label | main | warn}

構文の説明

（注） racl、 vacl、 および vlmap キーワードはコマン ド ラ インのヘルプ スト リ ングには表示さ れま す
が、 サポート さ れて いません。

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug platform acl コマン ドは、 no debug platform acl コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

all ACL マネージャ  デバッ グ メ ッ セージを すべて表示しま す。

exit ACL 終了関連デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

label ACL ラベル関連デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

main 主な、 または重要な ACL デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

stack ACL スタッ ク関連デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

warn ACL 警告関連デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(53)SE1 stack キーワードが、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 

2960-S ス イッ チにだけ追加さ れま した。

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug platform backup interface
debug platform backup interface
Flex Link プラッ ト フォー ム バッ ク アッ プ インターフェ イスのデバッ グを イネーブルにするに
は、 debug platform backup interface 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セー
ブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug platform backup interface

no debug platform backup interface

（注） こ のコマン ドを使用するには、 ス イッ チが LAN Base イメ ージを実行して いる必要があり ま す。

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト プラッ ト フォー ム バッ ク アッ プ インターフェ イス  デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug platform backup interface コマン ドは、no debug platform backup interface コマン ドと
同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug platform cisp 
Client Information Signalling Protocol （CISP） 対応インターフェ イスが 1 つ以上あるス イッ チの
プラッ ト フォー ム レベル デバッ グを イネーブルにするには、 debug platform cisp グローバル 
コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 こ の
コマン ドの no 形式を使用しま す。

debug platform cisp [initialization | interface-configuration | rpc]

no debug platform cisp [initialization | interface-configuration | rpc]

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug platform cisp コマン ドは、 no debug platform cisp コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始して、 スタッ ク  メ ンバのコマン ド ラ イン プロ
ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ ス イッ チのデ
バッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote command 
stack-member-number <line> 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

initialization CISP 初期化シーケンスのデバッ グを イネーブルにしま す。

interface-configuration CISP 設定のデバッ グを イネーブルにしま す。

rpc CISP RPC 要求のデバッ グを イネーブルにしま す。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

cisp enable Client Information Signalling Protocol （CISP）
を イネーブルにしま す。

dot1x credentials (global configuration) profile プロフ ァイ ルをサプリ カント  ス イッ チに設定
しま す。

show cisp 指定さ れた インターフェ イスの  CISP 情報を
表示しま す。
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debug platform cli-redirection main
主要 （重要） なコマン ド ラ イン インターフェ イス （CLI） リ ダイレクショ ン イベント のデバッ
グを イネーブルにするには、 debug platform cli-redirection main 特権 EXEC コマン ドを使用し
ま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug platform cli-redirection main

no debug platform cli-redirection main

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug platform cli-redirection main コマン ドは、 no debug platform cli-redirection main コマ
ン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

リ リース 変更内容

12.2(53)SE1 このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(53)SE1 このコマン ドが、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S 
ス イッ チにだけ追加さ れま した。
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debug platform cli-redirection main
使用上のガイド ライン undebug platform configuration コマン ドは、 no debug platform configuration コマン ドと 同じ
です。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug platform cpu-queues
プラッ ト フォー ム CPU 受信キューのデバッ グを イネーブルにするには、 debug platform 
cpu-queues 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 このコ
マン ドの  no 形式を使用しま す。

debug platform cpu-queues {broadcast-q | cbt-to-spt-q | cpuhub-q | host-q | icmp-q | 
igmp-snooping-q | layer2-protocol-q | logging-q | remote-console-q | software-fwd-q | 
stp-q}

no debug platform cpu-queues {broadcast-q | cbt-to-spt-q | cpuhub-q | host-q | icmp-q | 
igmp-snooping-q | layer2-protocol-q | logging-q | remote-console-q | software-fwd-q | 
stp-q}

構文の説明

（注） routing-protocol-Q および rpffail-q キーワードは、 コマン ド ラ インのヘルプ スト リ ングには表
示さ れて いま すが、 サポート さ れて いません。

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

broadcast-q ブロードキャ スト  キューによって受信さ れたパケッ ト に関するデバッ グ 
メ ッ セージを表示しま す。

cbt-to-spt-q core-based tree to shortest-path tree （cbt-to-spt） キューによって受信さ れた
パケッ ト に関するデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

cpuhub-q CPU ハート ビート  キューによって受信さ れたパケッ ト に関するデバッ グ 
メ ッ セージを表示しま す。

host-q ホスト  キューによって受信さ れたパケッ ト に関するデバッ グ メ ッ セージ
を表示しま す。

icmp-q インターネッ ト 制御メ ッ セージ プロト コ ル （ICMP） キューによって受信
さ れたパケッ ト に関するデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

igmp-snooping-q インターネッ ト  グループ管理プロト コ ル （IGMP） スヌーピング キュー
によって受信さ れたパケッ ト に関するデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

layer2-protocol-q レ イヤ 2 プロト コ ル キューによって受信さ れたパケッ ト に関するデバッ
グ メ ッ セージを表示しま す。

logging-q ロギング キューによって受信さ れたパケッ ト に関するデバッ グ メ ッ セー
ジを表示しま す。

remote-console-q リ モート  コ ンソール キューによって受信さ れたパケッ ト に関するデバッ
グ メ ッ セージを表示しま す。

software-fwd-q ソ フト ウェア フォ ワーディ ング キューによって受信さ れたパケッ ト をデ
バッ グしま す。

stp-q スパニングツリ ー プロト コ ル （STP） キューによって受信さ れたパケッ
ト をデバッ グしま す。
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debug platform cpu-queues
コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug platform cpu-queues コマン ドは、 no debug platform cpu-queues コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug platform dot1x
IEEE 802.1x イベント のデバッ グを イネーブルにするには、 debug platform dot1x 特権 EXEC コ
マン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用
しま す。

debug platform dot1x {initialization | interface-configuration | rpc}

no debug platform dot1x {initialization | interface-configuration | rpc}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug platform dot1x コマン ドは、 no debug platform dot1x コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

initialization IEEE 802.1x 認証初期化シーケンス  デバッ グ メ ッ セージを表示し
ま す。

interface-configuration IEEE 802.1x インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン関連デ
バッ グ メ ッ セージを表示しま す。

rpc IEEE 802.1x リ モート  プロシージャ  コール （RPC） 要求デバッ グ 
メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
B-39
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

付録 B     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの debug コマンド
debug platform etherchannel
debug platform etherchannel
プラッ ト フォー ムに依存する EtherChannel イベント のデバッ グを イネーブルにするには、
debug platform etherchannel 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにす
る場合は、 こ のコマン ドの no 形式を使用しま す。

debug platform etherchannel {init | link-up | rpc | warnings}

no debug platform etherchannel {init | link-up | rpc | warnings}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug platform etherchannel コマン ドは、 no debug platform etherchannel コマン ドと 同じで
す。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

init EtherChannel モジュール初期化デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

link-up EtherChannel リ ンク アッ プおよびリ ンク ダウンに関連したデバッ グ メ ッ セー
ジを表示しま す。

rpc EtherChannel リ モート  プロシージャ  コール （RPC） デバッ グ メ ッ セージを
表示しま す。

warnings EtherChannel 警告デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug platform forw-tcam
フォ ワーディ ング Ternary Content Addressable Memory （TCAM） マネージャのデバッ グを イ
ネーブルにするには、 debug platform forw-tcam 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グ
をディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug platform forw-tcam [adjustment | allocate | audit | error | move | read | write]

no debug platform forw-tcam [adjustment | allocate | audit | error | move | read | write]

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン キーワードが指定さ れない場合、 転送 TCAM マネージャ  デバッ グ メ ッ セージがすべて表示さ
れま す。

undebug platform forw-tcam コマン ドは、 no debug platform forw-tcam コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

adjustment （任意） TCAM マネージャ調整デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

allocate （任意） TCAM マネージャ割り 当てデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

audit （任意） TCAM マネージャ監査メ ッ セージを表示しま す。

error （任意） TCAM マネージャ  エラー メ ッ セージを表示しま す。

move （任意） TCAM マネージャ移行メ ッ セージを表示しま す。

read （任意） TCAM マネージャ読み込みメ ッ セージを表示しま す。

write （任意） TCAM マネージャ書き込みメ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug platform frontend-controller
フロ ント エン ド  コ ント ローラ  アク ティ ビティ のデバッ グを イネーブルにするには、 debug 
platform frontend-controller 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにす
る場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug platform frontend-controller {all | image | led | manager | poe | register | thermal}

no debug platform frontend-controller {all | image | led | manager | poe | register | thermal}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 PoE ス イッ チだけでサポート さ れて いま す。

undebug platform frontend-controller コマン ドは、 no debug platform frontend-controller コマ
ン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

all フロ ント エン ド  コ ント ローラのデバッ グ メ ッ セージを すべて表示しま す。

image Image Manager デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

led LED デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

manager フロ ント エン ド  コ ント ローラ  マネージャ  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

poe Power over Ethernet （PoE） デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

register Register Access デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

thermal 温度デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(40)SE このコマン ドが追加さ れま した。 
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コマンド 説明

show platform 
frontend-controller

フロ ント エン ド  コ ント ローラ  マネージャ と その従属アプリ ケーショ
ンのカ ウンタ およびステータス情報を表示しま す。 また、 フロ ント
エン ド  コ ント ローラのハード ウェアおよびソ フト ウェア情報を表示
しま す。

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug platform ip arp inspection
ダイナミ ッ ク  アドレス解決プロト コ ル （ARP） インスペクショ ン イベント をデバッ グするに
は、 debug platform ip arp inspection 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セー
ブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug platform ip arp inspection {all | error | event | packet | rpc}

no debug platform ip arp inspection {all | error | event | packet | rpc}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug platform ip arp inspection コマン ドは、no debug platform ip arp inspection コマン ドと
同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

all すべてのダイナミ ッ ク  ARP インスペクショ ン デバッ グ メ ッ セージを表示
しま す。

error ダイナミ ッ ク  ARP インスペクショ ン エラー デバッ グ メ ッ セージを表示し
ま す。

event ダイナミ ッ ク  ARP インスペクショ ン イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示
しま す。

packet ダイナミ ッ ク  ARP インスペクショ ン パケッ ト 関連デバッ グ メ ッ セージを
表示しま す。

rpc ダイナミ ッ ク  ARP インスペクショ ン リ モート  プロシージャ  コール
（RPC） 要求デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show inventory ダイナミ ッ ク  ARP インスペクショ ンの設定および動作ステート を表
示しま す。

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug platform ip dhcp
DHCP イベント をデバッ グするには、 debug platform ip dhcp 特権 EXEC コマン ドを使用しま
す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug platform ip dhcp [all | error | event | packet | rpc]

no debug platform ip dhcp [all | error | event | packet | rpc]

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug platform ip dhcp コマン ドは、 no debug platform ip dhcp コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

all （任意） DHCP デバッ グ メ ッ セージを すべて表示しま す。

error （任意） DHCP エラー デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

event （任意） DHCP イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

packet （任意） DHCP パケッ ト 関連デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

rpc （任意） DHCP リ モート  プロシージャ  コール （RPC） 要求デバッ グ 
メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show ip dhcp snooping DHCP スヌーピング設定を表示しま す。

show ip dhcp snooping 
binding 

DHCP スヌーピング バインディ ング情報を表示しま す。

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug platform ip igmp snooping
プラッ ト フォー ム依存型インターネッ ト  グループ管理プロト コ ル （IGMP） スヌーピングのデ
バッ グを イネーブルにするには、 debug platform ip igmp snooping 特権 EXEC コマン ドを使用
しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug platform ip igmp snooping {all | di | error | event | group | mgmt | pak | retry | rpc | warn}

debug platform ip igmp snooping pak {ip-address | error | ipopt | leave| query | report | rx | svi 
| tx}

debug platform ip igmp snooping rpc [cfg | misc | vlan]

no debug platform ip igmp snooping {all | di | error | event | group | mgmt | pak | retry | rpc | 
warn}

構文の説明 all すべての  IGMP スヌーピング デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

di IGMP スヌーピング宛先インデッ ク ス （di） 調整リ モート  プロシージャ  
コール （RPC） デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

error IGMP スヌーピング エラー メ ッ セージを表示しま す。

event IGMP スヌーピング イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

group IGMP スヌーピング グループ デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

mgmt IGMP スヌーピング管理デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

pak {ip-address | 
error | ipopt | leave | 
query | report | rx | 
svi | tx}

IGMP スヌーピング パケッ ト  イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま
す。 キーワードの意味は次のと おり です。

• ip-address ： IGMP グループの  IP アドレス

• error ： IGMP スヌーピング パケッ ト  エラー デバッ グ メ ッ セージを
表示しま す。

• ipopt ： IGMP スヌーピング IP ブリ ッ ジング オプショ ン デバッ グ 
メ ッ セージを表示しま す。

• leave ： IGMP スヌーピング脱退デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

• query ： IGMP スヌーピング ク エリ ー デバッ グ メ ッ セージを表示し
ま す。

• report ： IGMP スヌーピング レポート  デバッ グ メ ッ セージを表示し
ま す。

• rx ： IGMP スヌーピング受信パケッ ト  デバッ グ メ ッ セージを表示し
ま す。

• svi ： IGMP スヌーピング Switched Virtual Interface （SVI; ス イッ チ仮
想インターフェ イス） パケッ ト  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

• tx ： IGMP スヌーピング送信パケッ ト  デバッ グ メ ッ セージを表示し
ま す。

retry IGMP スヌーピング リ ト ラ イ デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。
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debug platform ip igmp snooping
（注） rpc l3mm キーワードは、 コマン ド ラ インのヘルプ スト リ ングには表示さ れて いま すが、 サ
ポート さ れて いません。

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug platform ip igmp snooping コマン ドは、 no debug platform ip igmp snooping コマン ド
と 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

rpc [cfg | misc | vlan] IGMP スヌーピング リ モート  プロシージャ  コール （RPC） イベント  デ
バッ グ メ ッ セージを表示しま す。 キーワードの意味は次のと おり です。

• cfg ： （任意） IGMP スヌーピング RPC デバッ グ メ ッ セージを表示し
ま す。

• misc ： （任意） IGMP スヌーピングのその他の  RPC デバッ グ メ ッ
セージを表示しま す。

• vlan ： （任意） IGMP スヌーピング VLAN アサート  RPC デバッ グ 
メ ッ セージ

warn IGMP スヌーピング警告メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

debug ip igmp 
snooping

プラッ ト フォー ム独立 IGMP スヌーピング アク ティ ビティ に関する情
報を表示しま す。

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug platform ip source-guard
IP 送信元ガード  イベント をデバッ グするには、debug platform ip source-guard 特権 EXEC コマ
ン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用し
ま す。

debug platform ip source-guard {all | error | event}

no debug platform ip source-guard {all | error | event }

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug platform ip source-guard コマン ドは、 no debug platform ip source-guard コマン ドと
同じです。

関連コマンド

all すべての  IP 送信元ガード  プラッ ト フォー ム デバッ グ メ ッ セージを表示し
ま す。

error IP 送信元ガード  プラッ ト フォー ム エラー デバッ グ メ ッ セージを表示しま
す。

event IP 送信元ガード  プラッ ト フォー ム イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示し
ま す。

リ リース 変更内容

12.2(50)SE このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show ip verify source IP 送信元ガードの設定を表示しま す。

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug platform led
Light-Emitting Diode （LED） 動作のデバッ グを イネーブルにするには、 debug platform led 特権 
EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式
を使用しま す。

debug platform led {generic | signal | stack}

no debug platform led {generic | signal | stack}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug platform led コマン ドは、 no debug platform led コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

generic LED 総称アクショ ン デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

signal LED 信号ビッ ト  マッ プ デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

stack LED スタッ ク  アクショ ン デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(53)SE1 stack キーワードが、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 

2960-S ス イッ チにだけ追加さ れま した。

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug platform matm
debug platform matm
プラッ ト フォー ムに依存する MAC アドレス管理のデバッ グを イネーブルにするには、 debug 
platform matm 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 こ
のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug platform matm {aging | all | ec-aging | errors | learning | rpc | secure-address | warnings}

no debug platform matm {aging | all | ec-aging | errors | learning | rpc | secure-address | 
warnings}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug platform matm コマン ドは、 no debug platform matm コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

aging MAC アドレス  エージング デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

all すべてのプラッ ト フォー ム MAC アドレス管理イベント  デバッ グ メ ッ セー
ジを表示しま す。

ec-aging EtherChannel アドレス  エージング関連デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

errors MAC アドレス管理エラー メ ッ セージを表示しま す。

learning MAC アドレス管理アドレス学習デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

rpc MAC アドレス管理リ モート  プロシージャ  コール （RPC） 関連デバッ グ 
メ ッ セージを表示しま す。

secure-address MAC アドレス管理セキュ ア アドレス学習デバッ グ メ ッ セージを表示しま
す。

warning MAC アドレス管理警告メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

debug matm プラッ ト フォー ム独立 MAC アドレス管理に関する情報を表示しま す。

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
B-50
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リ フ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

付録 B     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの debug コマンド
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debug platform messaging application
アプリ ケーショ ン メ ッ セージング アク ティ ビティ のデバッ グを イネーブルにするには、 debug 
platform messaging application 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルに
する場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug platform messaging application {all | badpak | cleanup | events | memerr | messages | 
stackchg | usererr}

no debug platform messaging application {all | badpak | cleanup | events | memerr | messages 
| stackchg | usererr}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug platform messaging application コマン ドは、 no debug platform messaging application 
コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

all すべてのアプリ ケーショ ン メ ッ セージング デバッ グ メ ッ セージを表
示しま す。

badpak 不良パケッ ト  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

cleanup ク リ ーンアッ プ デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

events イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

memerr メ モリ  エラー デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

messages アプリ ケーショ ン メ ッ セージング デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

stackchg スタッ ク変更デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

usererr ユーザ エラー デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(53)SE1 stackchg キーワードが、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 

2960-S ス イッ チにだけ追加さ れま した。
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debug platform messaging application
関連コマンド コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug platform phy
PHY ド ラ イバ情報のデバッ グを イネーブルにするには、 debug platform phy 特権 EXEC コマン
ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま
す。

debug platform phy {automdix | cablediag | dual-purpose | flcd {configure | ipc | iter | trace} | 
flowcontrol | forced | init-seq | link-status | read | sfp | show-controller | speed | write | 
xenpak}

no debug platform phy {automdix | cablediag | dual-purpose | flcd {configure | ipc | iter | trace} 
| flowcontrol | forced | init-seq | link-status | read | sfp | show-controller | speed | write | 
xenpak}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

automdix PHY Automatic Medium-Dependent Interface Crossover （Auto-MDIX） デ
バッ グ メ ッ セージを表示しま す。

cablediag PHY ケーブル診断デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

dual-purpose PHY 兼用イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

flcd {configure | ipc | 
iter | trace}

PHY FLCD デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。 キーワードの意味は次
のと おり です。

• configure ： PHY 設定デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

• ipc ： プロセス間通信 （IPC） デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

• iter ： iter デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

• trace ： 追跡デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

flowcontrol PHY フロー制御デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

forced PHY 強制モード  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

init-seq PHY 初期化シーケンス  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

link-status PHY リ ンク ステータス  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

read PHY 読み取り デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

sfp PHY Small Form-Factor Pluggable （SFP） モジュール デバッ グ メ ッ セー
ジを表示しま す。

show-controller PHY show-controller デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

speed PHY 速度変更デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

write PHY 書き込みデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

xenpak PHY XENPAK デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。
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debug platform phy
コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug platform phy コマン ドは、 no debug platform phy コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug platform pm
プラッ ト フォー ムに依存するポート  マネージャ  ソ フト ウェア モジュールのデバッ グを イネー
ブルにするには、 debug platform pm 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セー
ブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug platform pm {all | counters | errdisable | etherchnl | exceptions | hpm-events | idb-events 
| if-numbers | ios-events | link-status | platform | pm-events | pm-span | pm-vectors [detail] 
| rpc [general | oper-info | state | vectors | vp-events] | soutput-vectors | stack-manager | 
sync | vlans}

no debug platform pm {all | counters | errdisable | etherchnl | exceptions | hpm-events | 
idb-events | if-numbers | ios-events | link-status | platform | pm-events | pm-span | 
pm-vectors [detail] | rpc [general | oper-info | state | vectors | vp-events] | soutput-vectors | 
stack-manager | sync | vlans}

構文の説明 all すべてのポート  マネージャ  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

counters リ モート  プロシージャ  コール （RPC） デバッ グ メ ッ セージのカ ウン
タを表示しま す。

errdisable error-disabled 関連イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

etherchnl EtherChannel 関連イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

exceptions システ ム例外デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

hpm-events プラッ ト フォー ム ポート  マネージャ  イベント  デバッ グ メ ッ セージを
表示しま す。

idb-events Interface Descriptor Block （IDB） 関連イベント  デバッ グ メ ッ セージを
表示しま す。

if-numbers インターフェ イス番号ト ランスレーショ ン イベント  デバッ グ メ ッ
セージを表示しま す。

ios-events Cisco IOS イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

link-status インターフェ イス  リ ンク検出イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示し
ま す。

platform ポート  マネージャ機能イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

pm-events ポート  マネージャ  イベント  デバッ グ メ ッ セージ を表示しま す。

pm-span ポート  マネージャ  ス イッ チド  ポート  アナラ イザ （SPAN） 関連イベン
ト  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

pm-vectors [detail] ポート  マネージャ  ベク タ関連イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示し
ま す。 キーワードの意味は次のと おり です。

• detail ： ベク タ機能詳細を表示しま す。
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debug platform pm
デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug platform pm コマン ドは、 no debug platform pm コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

rpc [general | 
oper-info | state | 
vectors | vp-events]

RPC 関連イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。 キーワードの
意味は次のと おり です。

• general ： （任意） RPC 一般イベント を表示しま す。

• oper-info ： （任意） 操作および情報関連 RPC メ ッ セージを表示し
ま す。

• state ： （任意） 管理および操作関連 RPC メ ッ セージを表示しま す。

• vectors ： （任意） ベク タ関連 RPC メ ッ セージを表示しま す。

• vp-events ： （任意） 仮想ポート 関連イベント  RPC メ ッ セージを表
示しま す。

soutput-vectors IDB 出力ベク タ  イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

stack-manager スタッ ク  マネージャ関連イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

sync 操作同期および VLAN ラ インステート  イベント  デバッ グ メ ッ セージ
を表示しま す。

vlans VLAN 作成および削除イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(53)SE1 stack-manager キーワードが、 LAN Base イメ ージを実行して いる 

Catalyst 2960-S ス イッ チにだけ追加さ れま した。

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug platform port-asic
debug platform port-asic
ポート 特定用途向け集積回路 （ASIC） ド ラ イバのデバッ グを イネーブルにするには、 debug 
platform port-asic 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、
こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug platform port-asic {interrupt | periodic | read | stack | write}

no debug platform port-asic {interrupt | periodic | read | stack | write}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug platform port-asic コマン ドは、 no debug platform port-asic コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

interrupt ポート  ASIC 割り 込み関連機能デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

periodic ポート  ASIC 定期機能コール デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

read ポート  ASIC 読み取り デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

stack スタッ ク関連機能デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

write ポート  ASIC 書き込みデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(53)SE1 stack キーワードが、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 

2960-S ス イッ チにだけ追加さ れま した。

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug platform port-security
プラッ ト フォー ムに依存するポート  セキュ リ ティ 情報のデバッ グを イネーブルにするには、
debug platform port-security 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにす
る場合は、 こ のコマン ドの no 形式を使用しま す。

debug platform port-security {add | aging | all | delete | errors | rpc | warnings}

no debug platform port-security {add | aging | all | delete | errors | rpc | warnings}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug platform port-security コマン ドは、 no debug platform port-security コマン ドと 同じで
す。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

add セキュ ア アドレス追加デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

aging セキュ ア アドレス  エージング デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

all すべてのポート  セキュ リ ティ  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

delete セキュ ア アドレス削除デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

errors ポート  セキュ リ ティ  エラー デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

rpc リ モート  プロシージャ  コール （RPC） デバッ グ メ ッ セージを表示し
ま す。

warnings 警告デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug platform qos-acl-tcam
debug platform qos-acl-tcam
Quality of Service （QoS） およびアク セス  コ ント ロール リ スト （ACL） Ternary Content 
Addressable Memory （TCAM） マネージャ  ソ フト ウェアのデバッ グを イネーブルにするには、
debug platform qos-acl-tcam 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにす
る場合は、 こ のコマン ドの no 形式を使用しま す。

debug platform qos-acl-tcam {all | ctcam | errors | labels | mask | rpc | tcam}

no debug platform qos-acl-tcam {all | ctcam | errors | labels | mask | rpc | tcam}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug platform qos-acl-tcam コマン ドは、 no debug platform qos-acl-tcam コマン ドと 同じで
す。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

all すべての  QoS および ACL TCAM （QATM） マネージャ  デバッ グ メ ッ
セージを表示しま す。

ctcam Cisco TCAM （CTCAM） 関連イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま
す。

errors QATM エラー関連イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

labels QATM ラベル関連イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

mask QATM マスク関連イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

rpc QATM リ モート  プロシージャ  コール （RPC） 関連イベント  デバッ グ 
メ ッ セージを表示しま す。

tcam QATM TCAM 関連イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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付録 B     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの debug コマンド
debug platform resource-manager
debug platform resource-manager
リ ソース  マネージャ  ソ フト ウェアのデバッ グを イネーブルにするには、 debug platform 
resource-manager 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、
こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug platform resource-manager {all | dm | erd | errors | madmed | sd | stats | vld}

no debug platform resource-manager {all | dm | erd | errors | madmed | sd | stats | vld}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug platform resource-manager コマン ドは、 no debug platform resource-manager コマン
ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

all すべてのリ ソース  マネージャ  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

dm 宛先マッ プ デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

erd 等コスト  ルート 記述子テーブル デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

errors エラー デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

madmed MAC アドレス記述子テーブルおよびマ ルチエク スパンショ ン記述子テーブ
ル デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

sd ステーショ ン記述子テーブル デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

stats 統計デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

vld VLAN リ スト 記述子デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
B-60
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リ フ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

付録 B     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの debug コマンド
debug platform snmp
debug platform snmp
プラッ ト フォー ムに依存する簡易ネッ ト ワーク管理プロト コ ル （SNMP） ソ フト ウェアのデ
バッ グを イネーブルにするには、 debug platform snmp 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デ
バッ グをディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの no 形式を使用しま す。

debug platform snmp

no debug platform snmp

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug platform snmp コマン ドは、 no debug platform snmp コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug platform span
debug platform span
プラッ ト フォー ムに依存するス イッ チド  ポート  アナラ イザ （SPAN） ソ フト ウェ アのデバッ グ
を イネーブルにするには、 debug platform span 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グを
ディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug platform span

no debug platform span

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug platform span コマン ドは、 no debug platform span コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug platform stack-manager
debug platform stack-manager
スタッ ク  マネージャ  ソ フト ウェアのデバッ グを イネーブルにするには、 debug platform 
stack-manager 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 こ
のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug platform stack-manager {all | rpc | sdp | sim | ssm | trace}

no debug platform stack-manager {all | rpc | sdp | sim | ssm | trace}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug platform stack-manager コマン ドは、 no debug platform stack-manager コマン ドと 同
じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

all すべてのスタッ ク  マネージャ  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

rpc スタッ ク  マネージャ  リ モート  プロシージャ  コール （RPC） 使用状況デバッ グ 
メ ッ セージを表示しま す。

sdp スタッ ク  ディ スカバリ  プロト コ ル （SDP） デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

sim スタッ ク情報モジュール デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

ssm スタッ ク  ステート マシン デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

trace スタッ ク  マネージャの入口と 出口のデバッ グ メ ッ セージを追跡しま す。

リ リース 変更内容

12.2(53)SE1 このコマン ドが、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S 
ス イッ チにだけ追加さ れま した。

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug platform supervisor-asic
debug platform supervisor-asic
スーパーバイザ特定用途向け集積回路 （ASIC） のデバッ グを イネーブルにするには、 debug 
platform supervisor-asic 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場
合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug platform supervisor-asic {all | errors | receive | send}

no debug platform supervisor-asic {all | errors | receive | send}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug platform supervisor-asic コマン ドは、 no debug platform supervisor-asic コマン ドと 同
じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

all すべてのスーパーバイザ ASIC イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示し
ま す。

errors スーパーバイザ ASIC エラー デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

receive スーパーバイザ ASIC 受信デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

send スーパーバイザ ASIC 送信デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug platform sw-bridge
debug platform sw-bridge
ソ フト ウェア ブリ ッ ジング機能のデバッ グを イネーブルにするには、 debug platform 
sw-bridge 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 こ のコ
マン ドの  no 形式を使用しま す。

debug platform sw-bridge {broadcast | control | multicast | packet | unicast}

no debug platform sw-bridge {broadcast | control | multicast | packet | unicast}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug platform sw-bridge コマン ドは、 no debug platform sw-bridge コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

broadcast ブロードキャ スト  データ  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

control プロト コ ル パケッ ト  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

multicast マ ルチキャ スト  データ  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

packet 送受信データ  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

unicast ユニキャ スト  データ  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
B-65
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J
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debug platform tcam
debug platform tcam 
Ternary Content Addressable Memory （TCAM） アク セス およびルッ ク アッ プのデバッ グを イ
ネーブルにするには、 debug platform tcam 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ
セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug platform tcam {log | read | search | write}

debug platform tcam log l2 {acl {input | output} | local | qos}

debug platform tcam log l3 {acl {input | output} | qos}

debug platform tcam read {reg | ssram | tcam}

debug platform tcam search

debug platform tcam write {forw-ram | reg | tcam}

no debug platform tcam {log | read | search | write}

no debug platform tcam log l2 {acl {input | output} | local | qos}

no debug platform tcam log l3 {acl {input | output} | qos}

no debug platform tcam read {reg | ssram | tcam}

no debug platform tcam search

no debug platform tcam write {forw-ram | reg | tcam}

構文の説明 log l2 {acl {input | output} | 
local | qos}

レ イヤ 2 フィ ールド  ベース  CAM ルッ ク アッ プ タ イプ デバッ グ 
メ ッ セージを表示しま す。 キーワードの意味は次のと おり です。

• acl {input | output} ： 入力または出力 ACL ルッ ク アッ プ デ
バッ グ メ ッ セージを表示しま す。

• local ： ローカ ル フォ ワーディ ング ルッ ク アッ プ デバッ グ 
メ ッ セージを表示しま す。

• qos ： 分類および Quality of Service （QoS） ルッ ク アッ プ デ
バッ グ メ ッ セージを表示しま す。

l3 {acl {input | output} | 
qos}

レ イヤ 3 フィ ールド  ベース  CAM ルッ ク アッ プ タ イプ デバッ グ 
メ ッ セージを表示しま す。 キーワードの意味は次のと おり です。

• acl {input | output} ： 入力または出力 ACL ルッ ク アッ プ デ
バッ グ メ ッ セージを表示しま す。

• qos ： 分類および Quality of Service （QoS） ルッ ク アッ プ デ
バッ グ メ ッ セージを表示しま す。
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debug platform tcam
（注） l3 ipv6 {acl {input | output} | local | qos | secondary}、 l3 local、 および l3 secondary キーワード
は、 コマン ド ラ インのヘルプ  スト リ ングに表示さ れま すが、 サポート さ れて いません。

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug platform tcam コマン ドは、 no debug platform tcam コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

read {reg | ssram | tcam} TCAM 読み取り デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。 キーワード
の意味は次のと おり です。

• reg ： TCAM レジスタ読み取り デバッ グ メ ッ セージを表示し
ま す。

• ssram ： Synchronous Static RAM （SSRAM） 読み取り デバッ グ 
メ ッ セージを表示しま す。

• tcam ： TCAM 読み取り デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

search スーパーバイザ主導 TCAM サーチ結果デバッ グ メ ッ セージを表
示しま す。

write {forw-ram | reg | 
tcam}

TCAM 書き込みデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。 キーワード
の意味は次のと おり です。

forw-ram ： フォ ワーディ ング RAM 書き込みデバッ グ メ ッ セージ
を表示しま す。

reg ： TCAM レジスタ書き込みデバッ グ メ ッ セージを表示しま
す。

tcam ： TCAM 書き込みデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug platform udld
debug platform udld
プラッ ト フォー ムに依存する単方向リ ンク検出 （UDLD） ソ フト ウェアのデバッ グを イネーブ
ルにするには、 debug platform udld 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブ
ルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug platform udld [all | error | rpc {events | messages}]

no debug platform udld [all | error | rpc {events | messages}]

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug platform udld コマン ドは、 no debug platform udld コマン ドと 同じです。

関連コマンド

all （任意） UDLD デバッ グ メ ッ セージを すべて表示しま す。

error （任意） エラー条件デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

rpc {events | messages} （任意） UDLD リ モート  プロシージャ  コール （RPC） デバッ グ メ ッ
セージを表示しま す。 キーワードの意味は次のと おり です。

• events ： UDLD RPC イベント を表示しま す。

• messages ： UDLD RPC メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug platform vlan
debug platform vlan
VLAN マネージャ  ソ フト ウェアのデバッ グを イネーブルにするには、debug platform vlan 特権 
EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式
を使用しま す。

debug platform vlan {errors | mvid | rpc}

no debug platform vlan {errors | mvid | rpc}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug platform vlan コマン ドは、 no debug platform vlan コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

errors VLAN エラー デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

mvid マッ ピングさ れた  VLAN ID の割り 当ておよびフリ ー デバッ グ メ ッ
セージを表示しま す。

rpc リ モート  プロシージャ  コール （RPC） デバッ グ メ ッ セージを表示し
ま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug pm
debug pm
ポート  マネージャ （PM） アク ティ ビティ のデバッ グを イネーブルにするには、 debug pm 特権 
EXEC コマン ドを使用しま す。 PM は、 すべての論理および物理インターフェ イスを制御する
ステート  マシンです。 VLAN や単方向リ ンク検出 （UDLD） などを含むすべての機能は、 ポー
ト  マネージャ と 連携して、 ス イッ チに機能を提供しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合
は、 こ のコマン ドの no 形式を使用しま す。

debug pm {all | assert | card | etherchnl | hatable | messages | port | redundancy | registry | sm 
| span | split | vlan | vp}

no debug pm {all | assert | card | etherchnl | hatable | messages | port | redundancy | registry | 
sm | span | split | vlan | vp}

構文の説明

（注） scp および pvlan キーワードはコマン ド ラ インのヘルプ スト リ ングに表示さ れま すが、 サポー
ト さ れて いません。

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

all すべての  PM デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

assert アサート  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

card ラ インカード関連イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

etherchnl EtherChannel 関連イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

hatable Host Access Table イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

messages PM デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

port ポート 関連イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

redundancy 冗長デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

registry PM レジスト リ 呼び出しデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

sm ステート  マシン関連イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

span スパニングツリ ー関連イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

split スプリ ッ ト プロセッ サ デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

vlan VLAN 関連イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

vp 仮想ポート 関連イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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debug pm
使用上のガイド ライン undebug pm コマン ドは、 no debug pm コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug port-security
debug port-security
ポート  セキュ リ ティ  サブシステ ムの割り 当ておよびステート のデバッ グを イネーブルにする
には、 debug port-security 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする
場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug port-security

no debug port-security

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug port-security コマン ドは、 no debug port-security コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。

show port-security インターフェ イスまたはス イッ チのポート  セキュ リ ティ 設定を表示し
ま す。
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debug qos-manager
Quality of Service （QoS） マネージャ  ソ フト ウェアのデバッ グを イネーブルにするには、 debug 
qos-manager 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 この
コマン ドの no 形式を使用しま す。

debug qos-manager {all | event | verbose}

no debug qos-manager {all | event | verbose} 

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug qos-manager コマン ドは、 no debug qos-manager コマン ドと 同じです。

関連コマンド

all すべての  QoS マネージャ  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

event QoS マネージャ関連イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

verbose QoS マネージャ詳細デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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debug spanning-tree
debug spanning-tree 
スパニングツリ ーのアク ティ ビティ のデバッ グを イネーブルにするには、 debug spanning-tree 
特権 EXEC コマン ドを使用しま す。デバッ グをディ セーブルにする場合は、こ のコマン ドの  no 
形式を使用しま す。

debug spanning-tree {all | backbonefast | bpdu | bpdu-opt | config | etherchannel | events | 
exceptions | general | mstp | pvst+ | root | snmp | switch | synchronization | uplinkfast}

no debug spanning-tree {all | backbonefast | bpdu | bpdu-opt | config | etherchannel | events | 
exceptions | general | mstp | pvst+ | root | snmp | switch | synchronization | uplinkfast}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

all スパニングツリ ーのデバッ グ メ ッ セージを すべて表示しま す。

backbonefast BackboneFast イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

bpdu スパニングツリ ー ブリ ッ ジ プロト コ ル データ  ユニッ ト （BPDU） デ
バッ グ メ ッ セージを表示しま す。

bpdu-opt 適化さ れた  BPDU 処理デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

config スパニングツリ ー設定変更デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

csuf/csrt ク ロススタッ ク  UplinkFast およびク ロススタッ ク高速遷移アク ティ ビ
ティ  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

etherchannel EtherChannel サポート  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

events スパニングツリ ー ト ポロジ イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま
す。

exceptions スパニングツリ ー例外デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

general 一般的なスパニングツリ ー アク ティ ビティ  デバッ グ メ ッ セージを表示
しま す。

mstp Multiple Spanning-Tree Protocol （MSTP） イベント をデバッ グしま す。

pvst+ Per-VLAN Spanning-Tree Plus （PVST+） イベント  デバッ グ メ ッ セージ
を表示しま す。

root スパニングツリ ー ルート  イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

snmp スパニングツリ ー簡易ネッ ト ワーク管理プロト コ ル （SNMP） 処理デ
バッ グ メ ッ セージを表示しま す。

synchronization スパニングツリ ー同期イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

switch ス イッ チ シ ム コマン ド  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。 このシ ム
は、 一般的なスパニングツリ ー プロト コ ル （STP） コー ドと 、 各ス イッ
チ プラッ ト フォー ム固有コードと の間の インターフェ イスと なるソ フ
ト ウェア モジュールです。

uplinkfast UplinkFast イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。
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debug spanning-tree
コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug spanning-tree コマン ドは、 no debug spanning-tree コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
12.2(53)SE1 csuf/csrt キーワードが、 LAN Base イメ ージを実行して いる Catalyst 

2960-S ス イッ チにだけ追加さ れま した。

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。

show spanning-tree スパニングツリ ー ステート 情報を表示しま す。
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debug spanning-tree backbonefast
debug spanning-tree backbonefast
スパニングツリ ー BackboneFast イベント のデバッ グを イネーブルにするには、 debug 
spanning-tree backbonefast 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする
場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug spanning-tree backbonefast [detail | exceptions] 

no debug spanning-tree backbonefast [detail | exceptions]

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug spanning-tree backbonefast コマン ドは、 no debug spanning-tree backbonefast コマン
ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

detail （任意） BackboneFast デバッ グ メ ッ セージの詳細を表示しま す。

exceptions （任意） スパニングツリ ー BackboneFast 例外のデバッ グ メ ッ セージを表示し
ま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。

show spanning-tree スパニングツリ ー ステート 情報を表示しま す。
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debug spanning-tree bpdu
送受信さ れたスパニングツリ ー ブリ ッ ジ プロト コ ル データ  ユニッ ト （BPDU） のデバッ グを
イネーブルにするには、 debug spanning-tree bpdu 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ
グをディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug spanning-tree bpdu [receive | transmit]

no debug spanning-tree bpdu [receive | transmit]

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug spanning-tree bpdu コマン ドは、 no debug spanning-tree bpdu コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

receive （任意） 受信 BPDU 用非 適化パスのデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

transmit （任意） 送信さ れた  BPDU デバッ グ メ ッ セージについて、 適化さ れないパ
スを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。

show spanning-tree スパニングツリ ー ステート 情報を表示しま す。
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debug spanning-tree bpdu-opt
debug spanning-tree bpdu-opt
適化さ れたスパニングツリ ー ブリ ッ ジ プロト コ ル データ  ユニッ ト （BPDU） 処理のデバッ

グを イネーブルにするには、 debug spanning-tree bpdu-opt 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。
デバッ グをディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug spanning-tree bpdu-opt [detail | packet]

no debug spanning-tree bpdu-opt [detail | packet]

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug spanning-tree bpdu-opt コマン ドは、 no debug spanning-tree bpdu-opt コマン ドと 同じ
です。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

detail （任意） 適化さ れた  BPDU 処理デバッ グ メ ッ セージの詳細を表示しま す。

packet （任意） パケッ ト  レベルの 適化さ れた  BPDU 処理デバッ グ メ ッ セージを表
示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。

show spanning-tree スパニングツリ ー ステート 情報を表示しま す。
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debug spanning-tree mstp
debug spanning-tree mstp 
Multiple Spanning-Tree Protocol （MSTP） ソ フト ウェアのデバッ グを イネーブルにするには、
debug spanning-tree mstp 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする
場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug spanning-tree mstp {all | boundary | bpdu-rx | bpdu-tx | errors | flush | init | migration 
| pm | proposals | region | roles | sanity_check | sync | tc | timers}

no debug spanning-tree mstp {all | boundary | bpdu-rx | bpdu-tx | errors | flush | init | migration 
| pm | proposals | region | roles | sanity_check | sync | tc | timers}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

all デバッ グ メ ッ セージを すべて イネーブルにしま す。

boundary 次に示す境界上でのフラグ変更をデバッ グしま す。

• Multiple Spanning-Tree （MST） リ ージョ ンと 、 高速スパニングツリ ー プ
ロト コ ル （RSTP） が稼働する単一のスパニングツリ ー リ ージョ ンと の
境界

• MST リ ージョ ンと 、 802.1D が稼働する単一のスパニングツリ ー リ ー
ジョ ンと の境界

• MST リ ージョ ンと 、 設定が異なる別の  MST リ ージョ ンと の境界

bpdu-rx 受信した  MST ブリ ッ ジ プロト コ ル データ  ユニッ ト （BPDU） をデバッ グし
ま す。

bpdu-tx 送信さ れた  MST BPDU をデバッ グしま す。

errors MSTP エラーをデバッ グしま す。

flush ポート  フ ラッ シュ  メ カニズ ムをデバッ グしま す。

init MSTP データ構造の初期化をデバッ グしま す。

migration プロト コ ル移行ステート  マシンをデバッ グしま す。

pm MSTP ポート  マネージャ  イベント をデバッ グしま す。

proposals 指定ス イッ チと ルート  ス イッ チ間のハン ドシェ イク  メ ッ セージをデバッ グ
しま す。

region ス イッ チ プロセッ サ （SP） と ルート  プロセッ サ （RP） 間のリ ージョ ン同期
をデバッ グしま す。 

roles MSTP のロールをデバッ グしま す。

sanity_check 受信した  BPDU の正常性確認メ ッ セージをデバッ グしま す。

sync ポート 同期イベント をデバッ グしま す。

tc ト ポロジ変更通知イベント をデバッ グしま す。

timers 開始、 停止、 および期限切れイベント の  MSTP タ イマーをデバッ グしま す。
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debug spanning-tree mstp
コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug spanning-tree mstp コマン ドは、 no debug spanning-tree mstp コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。

show spanning-tree スパニングツリ ー ステート 情報を表示しま す。
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debug spanning-tree switch
debug spanning-tree switch
スパニングツリ ー プロト コ ル （STP） ソ フト ウェア モジュールと ポート  マネージャ  ソ フト
ウェア モジュール間のソ フト ウェア インターフェ イスのデバッ グを イネーブルにするには、
debug spanning-tree switch 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする
場合は、 こ のコマン ドの no 形式を使用しま す。

debug spanning-tree switch {all | errors | flush | general | helper | pm | rx {decode | errors | 
interrupt | process} | state | tx [decode] | uplinkfast}

no debug spanning-tree switch {all | errors | flush | general | helper | pm | rx {decode | errors | 
interrupt | process} | state | tx [decode] | uplinkfast}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

all スパニングツリ ー ス イッ チのデバッ グ メ ッ セージを すべて表示しま す。

errors スパニングツリ ー ソ フト ウェア モジュールと ポート  マネージャ  ソ フト ウェ
ア モジュール間のインターフェ イスに関するデバッ グ メ ッ セージを表示し
ま す。

flush シ ム フ ラッ シュ動作に関するデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

general 一般イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

helper スパニングツリ ー ヘルパー タスク  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。 ヘル
パー タスク は大容量スパニングツリ ー更新を処理しま す。

pm ポート  マネージャ  イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

rx 受信したブリ ッ ジ プロト コ ル データ  ユニッ ト （BPDU） 処理のデバッ グ 
メ ッ セージを表示しま す。 キーワードの意味は次のと おり です。

• decode ： デコー ド済み受信パケッ ト を表示しま す。

• errors ： 受信エラー デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

• interrupt ： 割り 込みサービス要求 （ISR） デバッ グ メ ッ セージを表示し
ま す。

• process ： 処理受信 BPDU デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

state スパニングツリ ー ポート  ステート 変更デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

tx [decode] 送信さ れた  BPDU 処理デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。 キーワードの意
味は次のと おり です。

• decode ： （任意） デコードさ れた送信パケッ ト を表示しま す。

uplinkfast UplinkFast パケッ ト 送信デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。
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debug spanning-tree switch
コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug spanning-tree switch コマン ドは、 no debug spanning-tree switch コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。

show spanning-tree スパニングツリ ー ステート 情報を表示しま す。
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debug spanning-tree uplinkfast
debug spanning-tree uplinkfast
スパニングツリ ー UplinkFast イベント のデバッ グを イネーブルにするには、 debug 
spanning-tree uplinkfast 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場
合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug spanning-tree uplinkfast [exceptions] 

no debug spanning-tree uplinkfast [exceptions]

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug spanning-tree uplinkfast コマン ドは、 no debug spanning-tree uplinkfast コマン ドと 同
じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

exceptions （任意） スパニングツリ ー UplinkFast 例外のデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。

show spanning-tree スパニングツリ ー ステート 情報を表示しま す。
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debug sw-vlan
debug sw-vlan
VLAN マネージャのアク ティ ビティ のデバッ グを イネーブルにするには、 debug sw-vlan 特権 
EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式
を使用しま す。

debug sw-vlan {badpmcookies | cfg-vlan {bootup | cli} | events | ifs | management | mapping | 
notification | packets | redundancy | registries | vtp}

no debug sw-vlan {badpmcookies | cfg-vlan {bootup | cli} | events | ifs | management | mapping 
| notification | packets | redundancy | registries | vtp}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug sw-vlan コマン ドは、 no debug sw-vlan コマン ドと 同じです。

badpmcookies 不良ポート  マネージャ  ク ッ キーの  VLAN マネージャ  インシデント
に関するデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

cfg-vlan {bootup | cli} config-vlan デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。 キーワードの意味は
次のと おり です。

• bootup ： ス イッ チがブート アッ プすると き にメ ッ セージを表示
しま す。

• cli ： コ マン ド ラ イン インターフェ イス （CLI） が config-vlan モー
ドである場合のメ ッ セージを表示しま す。

events VLAN マネージャ  イベント のデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

ifs debug sw-vlan ifs コマン ドを参照してく ださ い。

management 内部 VLAN の  VLAN マネージャ管理のデバッ グ メ ッ セージを表示し
ま す。

mapping VLAN マッ ピングのデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

notification debug sw-vlan notification コマン ドを参照してく ださ い。

packets パケッ ト 処理およびカプセル化プロセスのデバッ グ メ ッ セージを表
示しま す。

redundancy VTP VLAN 冗長性のデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

registries VLAN マネージャ  レジスト リ のデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

vtp debug sw-vlan vtp コマン ドを参照してく ださ い。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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debug sw-vlan
デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。

show vlan 管理ドメ インに設定さ れたすべての  VLAN または特定の VLAN
（VLAN 名または ID を指定した場合） のパラメ ータを表示しま す。

show vtp VTP 管理ドメ イン、 ステータス、 およびカ ウンタに関する一般情報を
表示しま す。
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debug sw-vlan ifs
debug sw-vlan ifs
VLAN マネージャ  IOS File System （IFS） エラー テスト のデバッ グを イネーブルにするには、
debug sw-vlan ifs 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、
こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug sw-vlan ifs {open {read | write} | read {1 | 2 | 3 | 4} | write}

no debug sw-vlan ifs {open {read | write} | read {1 | 2 | 3 | 4} | write}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug sw-vlan ifs コマン ドは、 no debug sw-vlan ifs コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

フ ァイ ルの読み取り 処理に処理 1 を選択すると 、 ヘッ ダー検証ワードおよびフ ァイ ル バージョ
ン番号が格納さ れたフ ァイ ル ヘッ ダーが読み込ま れま す。 処理 2 を指定すると 、 ドメ インおよ
び VLAN 情報の大部分が格納さ れたフ ァイ ル本体が読み取ら れま す。 処理 3 を指定すると 、
Type Length Version （TLV） 記述子構造が読み取ら れま す。 処理 4 を指定すると 、 TLV データ
が読み取ら れま す。

関連コマンド

open {read | write} VLAN マネージャ  IFS フ ァイ ルオープン操作デバッ グ メ ッ セージを表
示しま す。 キーワードの意味は次のと おり です。

• read ：VLAN マネージャ  IFS フ ァイ ル読み取り 動作のデバッ グ メ ッ
セージを表示しま す。

• write ： VLAN マネージャ  IFS フ ァイ ル書き込み操作デバッ グ メ ッ
セージを表示しま す。

read {1 | 2 | 3 | 4} 指定さ れたエラー テスト （1、 2、 3、 または 4） に関するフ ァイ ル読み
取り 動作のデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

write フ ァイ ル書き込み動作のデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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付録 B     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの debug コマンド
debug sw-vlan ifs
コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。

show vlan 管理ドメ インに設定さ れたすべての  VLAN または特定の VLAN
（VLAN 名または ID を指定した場合） のパラメ ータを表示しま す。
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付録 B     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの debug コマンド
debug sw-vlan notification
debug sw-vlan notification
ス イッ チ間リ ンク （ISL） VLAN ID のアク ティ ブ化および非アク ティ ブ化のデバッ グを イネー
ブルにするには、 debug sw-vlan notification 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グを
ディ セーブルにする場合は、 こ のコマン ドの  no 形式を使用しま す。

debug sw-vlan notification {accfwdchange | allowedvlancfgchange | fwdchange | linkchange | 
modechange | pruningcfgchange | statechange}

no debug sw-vlan notification {accfwdchange | allowedvlancfgchange | fwdchange | 
linkchange | modechange | pruningcfgchange | statechange}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug sw-vlan notification コマン ドは、 no debug sw-vlan notification コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

accfwdchange 集約アク セス  インターフェ イス  スパニングツリ ー転送変更に関する 
VLAN マネージャ通知のデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

allowedvlancfgchange 許可 VLAN の設定変更に関する VLAN マネージャ通知のデバッ グ 
メ ッ セージを表示しま す。

fwdchange スパニングツリ ー転送変更に関する VLAN マネージャ通知のデバッ
グ メ ッ セージを表示しま す。

linkchange インターフェ イス  リ ンク ステート 変更の VLAN マネージャ通知のデ
バッ グ メ ッ セージを表示しま す。

modechange インターフェ イス  モード変更の  VLAN マネージャ通知のデバッ グ 
メ ッ セージを表示しま す。

pruningcfgchange プルーニング設定変更の  VLAN マネージャ通知のデバッ グ メ ッ セー
ジを表示しま す。

statechange インターフェ イス  ステート 変更の VLAN マネージャ通知のデバッ グ 
メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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付録 B     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの debug コマンド
debug sw-vlan notification
関連コマンド コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。

show vlan 管理ドメ インに設定さ れたすべての  VLAN または特定の VLAN
（VLAN 名または ID を指定した場合） のパラメ ータを表示しま す。
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付録 B     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの debug コマンド
debug sw-vlan vtp
debug sw-vlan vtp
VLAN ト ランキング プロト コ ル （VTP） コー ドのデバッ グを イネーブルにするには、 debug 
sw-vlan vtp 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。 デバッ グをディ セーブルにする場合は、 こ のコ
マン ドの  no 形式を使用しま す。

debug sw-vlan vtp {events | packets | pruning [packets | xmit] | redundancy | xmit}

no debug sw-vlan vtp {events | packets | pruning | redundancy | xmit}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug sw-vlan vtp コマン ドは、 no debug sw-vlan vtp コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ

events 汎用の論理フローのデバッ グ メ ッ セージおよび VTP コー ド内の  
VTP_LOG_RUNTIME マク ロによって生成さ れた  VTP メ ッ セージ
の詳細を表示しま す。

packets IOS VTP プラッ ト フォー ム依存層から  VTP コー ドに渡さ れたすべ
ての着信 VTP パケッ ト （プルーニング パケッ ト を除く ） の内容の
デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

pruning [packets | xmit] VTP コー ドのプルーニング セグメ ント によって生成さ れるデバッ
グ メ ッ セージを表示しま す。 キーワードの意味は次のと おり です。

• packets ： （任意） IOS VTP プラッ ト フォー ム依存層から  VTP 
コー ドに渡さ れたすべての着信 VTP プルーニング パケッ ト の
内容のデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

• xmit ： （任意） VTP コー ドが IOS VTP プラッ ト フォー ム依存層
に送信するよ うに要求したすべての発信 VTP パケッ ト の内容
のデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

redundancy VTP 冗長性のデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

xmit VTP コー ドが IOS VTP プラッ ト フォー ム依存層に送信するよ うに
要求したすべての発信 VTP パケッ ト （プルーニング パケッ ト を除
く ） の内容のデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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付録 B     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの debug コマンド
debug sw-vlan vtp
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

pruning キーワードの後にパラメ ータを指定し ない場合は、 VTP プルーニング デバッ グ メ ッ
セージが表示さ れま す。 こ れらのメ ッ セージは、 VTP プルーニング コード内の  
VTP_PRUNING_LOG_NOTICE、 VTP_PRUNING_LOG_INFO、 VTP_PRUNING_LOG_DEBUG、
VTP_PRUNING_LOG_ALERT、 および VTP_PRUNING_LOG_WARNING マク ロによって生成
さ れま す。

関連コマンド コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。

show vtp VTP 管理ドメ イン、 ステータス、 およびカ ウンタに関する一般情報を
表示しま す。
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付録 B     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの debug コマンド
debug udld
debug udld
単方向リ ンク検出 （UDLD） 機能のデバッ グを イネーブルにするには、 debug udld 特権 EXEC 
コマン ドを使用しま す。 UDLD デバッ グをディ セーブルにするには、 こ のコマン ドの  no 形式
を使用しま す。

debug udld {events | packets | registries}

no debug udld {events | packets | registries}

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug udld コマン ドは、 no debug udld コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

debug udld events を入力すると 、 次に示すデバッ グ メ ッ セージが表示さ れま す。

• 一般的な UDLD プロ グラ ム論理フロー

• ステート  マシンのステート 変更

• error-disable ステート の設定および消去のプロ グラ ム アクショ ン

• ネイバー キャッ シュの追加および削除

• コ ンフィ ギュレーショ ン コマン ドの処理

• リ ンク アッ プおよびリ ンク ダウン通知処理 

events UDLD プロセス  イベント が発生したと きのデバッ グ メ ッ セージを表示しま
す。

packets UDLD プロセスがパケッ ト  キューからパケッ ト を受信し、 UDLD プロト コ
ル コー ドの要求に応答してそれらを送信すると き に、 こ のプロセスのデ
バッ グ メ ッ セージを表示しま す。

registries UDLD プロセスが UDLD プロセスに依存するモジュールおよびその他の
フィ ーチャ  モジュールからのレジスト リ  コールを処理すると き に、 こ のプ
ロセスのデバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
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付録 B     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの debug コマンド
debug udld
debug udld packets を入力すると 、 次に示すデバッ グ メ ッ セージが表示さ れま す。

• 着信パケッ ト 受信時の一般的なパケッ ト 処理プロ グラ ム フロー

• 受信したパケッ ト をパケッ ト 受信コードで調べると きの、 各パケッ ト の内容の識別情報
（Type Length Version （TLV） など）

• パケッ ト 送信の試行内容およびその成果

debug udld registries を入力すると 、 次に示すカテゴリ のデバッ グ メ ッ セージが表示さ れま す。

• サブブロッ クの作成

• フ ァイバポート  ステータスの変更

• ポート  マネージャ  ソ フト ウェアからのステート 変更通知情報

• MAC アドレス  レジスト リ  コール

関連コマンド コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。

show udld すべてのポート または指定さ れたポート の  UDLD の管理ステータス お
よび動作ステータスを表示しま す。
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付録 B     Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの debug コマンド
debug vqpc
debug vqpc
VLAN Query Protocol （VQP） ク ラ イアント のデバッ グを イネーブルにするには、 debug vqpc 
特権 EXEC コマン ドを使用しま す。デバッ グをディ セーブルにする場合は、こ のコマン ドの  no 
形式を使用しま す。

debug vqpc [all | cli | events | learn | packet]

no debug vqpc [all | cli | events | learn | packet]

構文の説明

デフォルト デバッ グはディ セーブルです。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン undebug vqpc コマン ドは、 no debug vqpc コマン ドと 同じです。

デバッ グを イネーブルにすると 、 スタッ ク  マスターだけでデバッ グがイネーブルになり ま す。
スタッ ク  メ ンバのデバッ グを イネーブルにする場合は、 session switch-number 特権 EXEC コマ
ン ドでスタッ ク  マスターからセッ ショ ンを開始してく ださ い。 次に、 スタッ ク  メ ンバのコマ
ン ド ラ イン プロ ンプト で debug コマン ドを入力しま す。 初にセッ ショ ンを開始せずにメ ンバ 
ス イッ チのデバッ グを イネーブルにするには、 スタッ ク  マスター ス イッ チ上で remote 
command stack-member-number LINE 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

関連コマンド

all （任意） VQP ク ラ イアント  デバッ グ メ ッ セージを すべて表示しま す。

cli （任意） VQP ク ラ イアント  コマン ド ラ イン インターフェ イス （CLI） デバッ
グ メ ッ セージを表示しま す。

events （任意） VQP ク ラ イアント  イベント  デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

learn （任意） VQP ク ラ イアント  アドレス学習デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

packet （任意） VQP ク ラ イアント  パケッ ト 情報デバッ グ メ ッ セージを表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 

コマンド 説明

show debugging イネーブルになって いるデバッ グ タ イプに関する情報を表示しま す。
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付 録 C

Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P 
スイッ チの Show Platform コマンド

この付録では、 Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P ス イッ チで使用するために作成
または変更さ れた  show platform 特権 EXEC コマン ドについて説明しま す。 こ れらのコマン ド
は、 インターネッ ト ワーキングの問題の診断および解決に役立つ情報を表示しま す。 使用する
場合には、 必ずシスコのテクニカ ル サポート 担当者の指示に従ってく ださ い。
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付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Show Platform コマンド
show platform acl
show platform acl
プラッ ト フォー ムに依存するアク セス  コ ント ロール リ スト （ACL） マネージャ情報を表示す
るには、 show platform acl 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show platform acl {interface interface-id | label label-number [detail] | statistics asic-number | 
usage asic-number [summary] | vlan vlan-id}   

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 テクニカ ル サポート 担当者と と も に問題解決を行 う場合にだけ使用してく だ
さ い。 テクニカ ル サポート 担当者がこ のコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用し ないで
く ださ い。

interface interface-id 指定さ れた インターフェ イスについて、 インターフェ イス単位の  ACL 
マネージャ情報を表示しま す。 この インターフェ イスには物理イン
ターフェ イスまたは VLAN を指定できま す。

label label-number 
[detail] 

ラベル単位の  ACL マネージャ情報を表示しま す。 label-number に指定
でき る範囲は 0 ～ 255 です。 キーワードの意味は次のと おり です。

• detail ： （任意） ACL マネージャ  ラベル情報の詳細を表示しま す。

statistics asic-number ASIC 単位の  ACL マネージャ情報を表示しま す。 asic-number に指定で
き る範囲は、 0 または 1 のいずれかのポート  ASIC 番号です。

usage asic-number 
[summary]

ASIC 単位の  ACL 使用状況情報を表示しま す。 キーワードの意味は次
のと おり です。

• summary ： （任意） 使用状況情報の概要を表示しま す。

vlan vlan-id VLAN 単位の  ACL マネージャ情報を表示しま す。 vlan-id に指定でき
る範囲は 1 ～ 4094 です。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Show Platform コマンド
show platform backup interface
show platform backup interface
Flex Link 設定で使用さ れるプラッ ト フォー ム依存型バッ ク アッ プ情報を表示するには、 show 
platform backup interface 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show platform backup interface [interface-id | dummyQ]   

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 テクニカ ル サポート 担当者と と も に問題解決を行 う場合にだけ使用してく だ
さ い。 テクニカ ル サポート 担当者がこ のコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用し ないで
く ださ い。

interface-id （任意） すべての インターフェ イスまたは指定さ れた インターフェ イ
スに対するバッ ク アッ プ情報を表示しま す。 この インターフェ イスに
は物理インターフェ イスまたはポート  チャ ネルを指定できま す。

dummyQ （任意） ダミ ー キュー情報を表示しま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
C-3
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Show Platform コマンド
show platform etherchannel
show platform etherchannel
プラッ ト フォー ムに依存する EtherChannel 情報を表示するには、show platform etherchannel 特
権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show platform etherchannel {flags | time-stamps}

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 テクニカ ル サポート 担当者と と も に問題解決を行 う場合にだけ使用してく だ
さ い。 テクニカ ル サポート 担当者がこ のコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用し ないで
く ださ い。

flags EtherChannel ポート  フ ラグを表示しま す。

time-stamps EtherChannel タ イ ム スタ ンプを表示しま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Show Platform コマンド
show platform forward
show platform forward
指定さ れたパラメ ータと 一致したフレー ムがハード ウェアで転送さ れる方法を指定するには、
インターフェ イスに対して  show platform forward 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show platform forward interface-id [vlan vlan-id] src-mac dst-mac [l3protocol-id] [ipv6 | sap | 
snap] [cos cos] [ip src-ip dst-ip [frag field] [dscp dscp] {l4protocol-id | icmp icmp-type 
icmp-code | igmp igmp-version igmp-type | sctp src-port dst-port | tcp src-port dst-port flags | 
udp src-port dst-port]}

構文の説明 interface-id パケッ ト がス イッ チに着信するポート と なる入力物理インター
フェ イス。

vlan vlan-id （任意） 入力 VLAN ID。 指定でき る範囲は 1 ～ 4094 です。 この値
が指定さ れず、 入力インターフェ イスがルーテッ ド  ポート でない
場合、 デフォ ルト は 1 です。

src-mac 48 ビッ ト 送信元 MAC アドレス。

dst-mac 48 ビッ ト 宛先 MAC アドレス。

l3protocol-id （任意） パケッ ト で使用さ れるレ イヤ 3 プロト コ ル。 指定でき る範
囲は 0 ～ 65535 です。

ipv6 （任意） IPv6 フレー ム。

sap （任意） サービス  アク セス  ポイント （SAP） カプセル化タ イプ

snap （任意） サブネッ ト ワーク  アク セス  プロト コ ル （SNAP） カプセル
化タ イプ

cos cos （任意） フレー ムのサービス  ク ラス （CoS） 値。 指定でき る範囲は 
0 ～ 7 です。

ip src-ip dst-ip （任意、 ただし  IP パケッ ト の場合は必須） ドッ ト 付き  10 進表記の
送信元および宛先 IP アドレス。

frag field （任意） フ ラグメ ント  IP パケッ ト の IP フ ラグメ ント  フィ ールド。
指定でき る範囲は 0 ～ 65535 です。

dscp dscp （任意） IP ヘッ ダーの  DiffServ コー ド  ポイント （DSCP） フィ ール
ド。 指定でき る範囲は 0 ～ 63 です。

l4protocol-id IP ヘッ ダーのレ イヤ 4 プロト コ ル フィ ールドの数値。 指定でき る
範囲は 0 ～ 255 です。 たと えば、 47 は総称ルーティ ング カプセル
化 （GRE） であり 、 89 は Open Shortest Path First （OSPF） です。
プロト コ ルが TCP、 ユーザ データ グラ ム プロト コ ル （UDP）、 イ
ンターネッ ト 制御メ ッ セージ プロト コ ル （ICMP）、 またはイン
ターネッ ト  グループ管理プロト コ ル （IGMP） である場合、 数値
の代わり に適切なキーワードを使用する必要があり ま す。

icmp icmp-type
icmp-code

ICMP パラメ ータ。 icmp-type および icmp-code に指定でき る範囲
は 0 ～ 255 です。

igmp igmp-version 
igmp-type

IGMP パラメ ータ。 指定でき る範囲は、 igmp-version は 1 ～ 15、
igmp-type は 0 ～ 15 です。

sctp src-port dst-port Stream Control Transmission Protocol （SCTP） パラメ ータ。 SCTP 
送信元および宛先ポート に指定でき る範囲は 0 ～ 65535 です。
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付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Show Platform コマンド
show platform forward
コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 テクニカ ル サポート 担当者と と も に問題解決を行 う場合にだけ使用してく だ
さ い。 テクニカ ル サポート 担当者がこ のコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用し ないで
く ださ い。

例 show platform forward コマン ドの出力表示およびその意味の例については、 こ のリ リ ースに対
応するソ フト ウェア コ ンフィ ギュレーショ ン ガイ ドの 「Troubleshooting」 の章を参照してく だ
さ い。

tcp src-port dst-port
flags

TCP パラメ ータ ： TCP 送信元ポート 、 宛先ポート 、 ヘッ ダーの  
TCP フ ラグ バイト の数値。 src-port および dst-port に指定でき る範
囲は 0 ～ 65535 です。 指定でき るフ ラグ範囲は 0 ～ 1024 です。

udp src-port dst-port UDP パラメ ータ。src-port および dst-port に指定でき る範囲は 0 ～ 
65535 です。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
C-6
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リ フ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Show Platform コマンド
show platform frontend-controller
show platform frontend-controller
フロ ント エン ド  コ ント ローラ  マネージャ と その従属アプリ ケーショ ンのカ ウンタ およびス
テータス情報、 およびフロ ント エン ド  コ ント ローラのハード ウェアおよびソ フト ウェア情報を
表示するには、 show platform frontend-controller 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show platform frontend-controller {buffer | generic | manager number | subordinate number | 
version number}

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン 指定でき る下位番号の範囲は 0 ～ 2 です。

こ のコマン ドは、 テクニカ ル サポート 担当者と と も に問題解決を行 う場合にだけ使用してく だ
さ い。 テクニカ ル サポート 担当者がこ のコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用し ないで
く ださ い。

（注）

buffer マネージャから従属アプリ ケーショ ンに送信さ れた 後の 1024 バイト
を表示しま す。 または、 従属アプリ ケーショ ンからマネージャ に送信
さ れた 後の  1024 バイト を表示しま す。

generic マネージャまたは従属アプリ ケーショ ンに限定的に適用さ れるわけで
はない一般的なカ ウンタを表示しま す。

manager number number で指定さ れたマネージャ および従属アプリ ケーショ ンのカ ウン
タを表示しま す。 number の範囲については、 「使用上のガイ ド ラ イン」
を参照してく ださ い。

subordinate number number で指定さ れた従属アプリ ケーショ ンの従属ステータス およびカ
ウンタを表示しま す。 number の範囲については、 「使用上のガイ ド ラ
イン」 を参照してく ださ い。

version number number で指定さ れた従属ステータスのハード ウェアおよびソ フト ウェ
ア バージョ ン情報を表示しま す。 number の範囲については、 「使用上
のガイ ド ラ イン」 を参照してく ださ い。

リ リース 変更箇所

12.2(46)EX このコマン ドが追加さ れま した。
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付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Show Platform コマンド
show platform ip igmp snooping
show platform ip igmp snooping
プラッ ト フォー ムに依存するインターネッ ト  グループ管理プロト コ ル （IGMP） スヌーピング
情報を表示するには、 show platform ip igmp snooping 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show platform ip igmp snooping {all | control [di] | counters | flood [vlan vlan-id] | group 
ip-address | hardware | retry [count | local [count] | remote [count]]}

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 テクニカ ル サポート 担当者と と も に問題解決を行 う場合にだけ使用してく だ
さ い。 テクニカ ル サポート 担当者がこ のコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用し ないで
く ださ い。

all すべての  IGMP スヌーピング プラッ ト フォー ム IP マ ルチキャ スト 情報
を表示しま す。

control [di] IGMP スヌーピング コ ント ロール エント リ を表示しま す。 キーワード
の意味は次のと おり です。

• di ： （任意） IGMP スヌーピング コ ント ロール宛先インデッ ク ス  エ
ント リ を表示しま す。

counters IGMP スヌーピング カ ウンタを表示しま す。

flood [vlan vlan-id] IGMP スヌーピング フ ラッ ディ ング情報を表示しま す。 キーワードの
意味は次のと おり です。

• vlan vlan-id ： （任意） 指定さ れた  VLAN のフ ラッ ディ ング情報を
表示しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 4094 です。

group ip-address IGMP スヌーピング マ ルチキャ スト  グループ情報を表示しま す。 こ こ
で、 ip-address はグループの  IP アドレスです。

hardware ハード ウェアにロードさ れた  IGMP スヌーピング情報を表示しま す。

retry [count | local 
[count]

IGMP スヌーピング再試行情報を表示しま す。 キーワードの意味は次
のと おり です。

• count ： （任意） 再試行回数だけを表示しま す。

• local ： （任意） ローカ ル再試行エント リ を表示しま す。

remote [count] リ モート  エント リ を表示しま す。 キーワードの意味は次のと おり で
す。

• count ： （任意） リ モート  カ ウント だけを表示しま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Show Platform コマンド
show platform ip unicast
show platform ip unicast
プラッ ト フォー ムに依存する IP ユニキャ スト  ルーティ ング情報を表示するには、 show 
platform ip unicast 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show platform ip unicast {adjacency | cef-idb | counts | dhcp | failed {adjacency | arp [A.B.C.D] 
| route} | loadbalance | mpaths | proxy | route | standby | statistics | table | trace}

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 テクニカ ル サポート 担当者と と も に問題解決を行 う場合にだけ使用してく だ
さ い。 テクニカ ル サポート 担当者がこ のコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用し ないで
く ださ い。

adjacency プラッ ト フォー ム隣接データベースを表示しま す。

cef-idb シスコ  エク スプレス  フォ ワーディ ング （CEF） インターフェ イス記述
子ブロッ ク に対応するプラッ ト フォー ム情報を表示しま す。

counts レ イヤ 3 ユニキャ スト  データベースのカ ウント を表示しま す。

dhcp DHCP システ ム ダイナミ ッ ク  アドレスを表示しま す。

failed {adjacency | 
arp [A.B.C.D] | route}

ハード ウェア リ ソース障害を表示しま す。 キーワードの意味は次のと
おり です。

• adjacency ： ハー ド ウェアでのプロ グラミ ングに失敗した隣接エン
ト リ を表示しま す。

• arp ： 障害および再試行によ るアドレス解決プロト コ ル （ARP） 削
除を表示しま す。

• A.B.C.D ： （任意） 表示する ARP エント リ のプレ フィ ッ ク ス。

• route ： ハー ド ウェアでプロ グラミ ングさ れなかった ルート  エント
リ を表示しま す。

loadbalance プラッ ト フォー ム ロー ドバランス  データベースを表示しま す。

mpaths レ イヤ 3 ユニキャ スト  ルーティ ング マ ルチパス隣接データベースを表
示しま す。

proxy プラッ ト フォー ム プロキシ  ARP データベースを表示しま す。

route プラッ ト フォー ム ルート  データベースを表示しま す。

standby プラッ ト フォー ム スタ ンバイ情報を表示しま す。

statistics レ イヤ 3 ユニキャ スト  ルーティ ング累積統計を表示しま す。

table プラッ ト フォー ム IP version 4 （IPv4） 情報を表示しま す。

trace プラッ ト フォー ム イベント  ト レース  ロ グを表示しま す。

リ リース 変更箇所

12.2(55)SE このコマン ドが追加さ れま した。
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付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Show Platform コマンド
show platform ip unicast
（注） proxy および table キーワードは、 コマン ド ラ インのヘルプ スト リ ングには表示さ れま すが、
サポート さ れて いません。
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付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Show Platform コマンド
show platform layer4op
show platform layer4op
プラッ ト フォー ムに依存するレ イヤ 4 演算子情報を表示するには、 show platform layer4op 特
権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show platform layer4op {acl | pacl [port-asic] | qos [port-asic]} {and-or | map | or-and | vcu} 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 テクニカ ル サポート 担当者と と も に問題解決を行 う場合にだけ使用してく だ
さ い。 テクニカ ル サポート 担当者がこ のコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用し ないで
く ださ い。

acl アク セス  コ ント ロール リ スト （ACL） レ イヤ 4 演算子情報を表示しま す。

pacl [port-asic] ポート  ACL レ イヤ 4 演算子情報を表示しま す。 キーワードの意味は次のと
おり です。

• port-asic ： （任意） ポート  ASIC 番号を表示しま す。

qos [port-asic] Quality of Service （QoS） レ イヤ 4 演算子情報を表示しま す。 キーワードの
意味は次のと おり です。

• port-asic ： （任意） QoS ポート  ASIC 番号を表示しま す。

and-or AND-OR レジスタ情報を表示しま す。

map 選択マッ プ情報を表示しま す。

or-and OR-AND レジスタ情報を表示しま す。

vcu Value Compare Unit （VCU） レジスタ情報を表示しま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
C-11
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Show Platform コマンド
show platform mac-address-table
show platform mac-address-table
プラッ ト フォー ムに依存する MAC アドレス  テーブル情報を表示するには、 show platform 
mac-address-table 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show platform mac-address-table [aging-array | hash-table | mac-address mac-address] [vlan 
vlan-id]] 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 テクニカ ル サポート 担当者と と も に問題解決を行 う場合にだけ使用してく だ
さ い。 テクニカ ル サポート 担当者がこ のコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用し ないで
く ださ い。

aging-array （任意） MAC アドレス  テーブル エージング アレ イを表示しま す。

hash-table （任意） MAC アドレス  テーブル ハッ シュ  テーブルを表示しま す。

mac-address mac-address （任意） MAC アドレス  テーブル MAC アドレス情報を表示しま す。
こ こ で、 mac-address は 48 ビッ ト  ハード ウェア アドレスです。

vlan vlan-id （任意） 指定さ れた  VLAN の情報を表示しま す。 指定でき る範囲
は 1 ～ 4094 です。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Show Platform コマンド
show platform messaging
show platform messaging
プラッ ト フォー ムに依存するアプリ ケーショ ンおよびパフォーマンス  メ ッ セージ情報を表示す
るには、 show platform messaging 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show platform messaging {application [incoming | outgoing | summary] | hiperf 
[class-number]} 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 テクニカ ル サポート 担当者と と も に問題解決を行 う場合にだけ使用してく だ
さ い。 テクニカ ル サポート 担当者がこ のコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用し ないで
く ださ い。

application [incoming | 
outgoing | summary]

アプリ ケーショ ン メ ッ セージ情報を表示しま す。 キーワードの意味
は次のと おり です。

• incoming ： （任意） 着信アプリ ケーショ ン メ ッ セージング要求に
関する情報だけを表示しま す。

• outgoing ： （任意） 発信アプリ ケーショ ン メ ッ セージング要求に
関する情報だけを表示しま す。

• summary ： （任意） アプリ ケーショ ン メ ッ セージング要求すべて
に関するサマリ ー情報を表示しま す。

hiperf [class-number] 発信するハイパフォーマンス  メ ッ セージ情報を表示しま す。 特定の
ク ラス番号のハイパフォーマンス  メ ッ セージについての情報を表示
するには、 class-number オプショ ンを指定しま す。 指定でき る範囲は 
0 ～ 36 です。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Show Platform コマンド
show platform monitor
show platform monitor
プラッ ト フォー ムに依存するス イッ チド  ポート  アナラ イザ （SPAN） 情報を表示するには、
show platform monitor 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show platform monitor [session session-number]

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 テクニカ ル サポート 担当者と と も に問題解決を行 う場合にだけ使用してく だ
さ い。 テクニカ ル サポート 担当者がこ のコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用し ないで
く ださ い。

session 
session-number

（任意） 指定さ れた  SPAN セッ ショ ンの  SPAN 情報を表示しま す。 指
定でき る範囲は 1 ～ 66 です。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Show Platform コマンド
show platform mvr table
show platform mvr table
プラッ ト フォー ムに依存するマ ルチキャ スト  VLAN レジスト レーショ ン （MVR）
Multi-Expansion Descriptor （MED） グループ マッ ピング テーブルを表示するには、 show 
platform mvr table 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show platform mvr table 

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 テクニカ ル サポート 担当者と と も に問題解決を行 う場合にだけ使用してく だ
さ い。 テクニカ ル サポート 担当者がこ のコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用し ないで
く ださ い。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Show Platform コマンド
show platform pm
show platform pm
プラッ ト フォー ムに依存するポート  マネージャ情報を表示するには、 show platform pm 特権 
EXEC コマン ドを使用しま す。

show platform pm {counters | group-masks | idbs {active-idbs | deleted-idbs} | if-numbers | 
link-status | platform-block | port-info interface-id | vlan {info | line-state}

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 テクニカ ル サポート 担当者と と も に問題解決を行 う場合にだけ使用してく だ
さ い。 テクニカ ル サポート 担当者がこ のコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用し ないで
く ださ い。

counters モジュール カ ウンタ情報を表示しま す。

group-masks EtherChannel グループ マスク情報を表示しま す。

idbs {active-idbs | 
deleted-idbs}

Interface Data Block （IDB） 情報を表示しま す。 キーワードの意味は
次のと おり です。

• active-idbs ： アク ティ ブ IDB 情報を表示しま す。

• deleted-idbs ： 削除または漏えいさ れた  IDB 情報を表示しま す。

if-numbers インターフェ イス番号情報を表示しま す。

link-status ローカ ル ポート  リ ンク  ステータス情報を表示しま す。

platform-block プラッ ト フォー ム ポート  ブロッ ク情報を表示しま す。

port-info interface-id 指定さ れた インターフェ イスのポート 管理フィ ールドおよび動作
フィ ールドを表示しま す。

stack-view スタッ クのステータス情報を表示しま す。 このキーワードは、 LAN 
Base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チのみでサポー
ト さ れて いま す。

vlan {info | line-state} プラッ ト フォー ム VLAN 情報を表示しま す。 キーワードの意味は次
のと おり です。

• info ： アク ティ ブ VLAN の情報を表示しま す。

• line-state ： ラ インステート 情報を表示しま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Show Platform コマンド
show platform port-asic
show platform port-asic
プラッ ト フォー ムに依存するポート  ASIC レジスタ情報を表示するには、 show platform 
port-asic 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show platform port-asic {cpu-queue-map-table [asic number | port number [asic number]] | 
dest-map index number | 
etherchannel-info [asic number | port number [asic number]] | 
exception [asic number | port number [asic number]] | 
global-status [asic number | port number [asic number]] | 
learning [asic number | port number [asic number]] | 
mac-info [asic number | port number [asic number]] | 
mvid [asic number] | 
packet-info-ram [asic number | index number [asic number]] | 
port-info [asic number | port number [asic number]] | 
prog-parser [asic number | port number [asic number]] | 
receive {buffer-queue | port-fifo | supervisor-sram} [asic number | port number [asic 
number]] | 
span [vlan-id [asic number] | [asic number]stack {control | dest-map | learning | messages | 
mvid | prog-parser | span | stats [asic number | port number [asic number]}
stats {drop | enqueue | miscellaneous | supervisor} [asic number | port number [asic 
number]] |
transmit {port-fifo | queue | supervisor-sram} [asic number | port number [asic number]] 
vct [asic number | port number [asic number]] 
version}

構文の説明 cpu-queue-map-table
[asic number | port number 
[asic number]]

CPU キュー マッ プ テーブル エント リ を表示しま す。 キー
ワードの意味は次のと おり です。

• asic number ： （任意） 指定さ れた  ASIC の情報を表示しま
す。 指定でき る範囲は 0 ～ 1 です。

• port number ： （任意） 指定さ れたポート および ASIC 番
号の情報を表示しま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 27 です。

dest-map index number 指定さ れた インデッ ク スの宛先マッ プ情報を表示しま す。
指定でき る範囲は 0 ～ 65535 です。

etherchannel-info [asic number | 
port number [asic number]]

EtherChannel 情報レジスタの内容を表示しま す。 キーワード
の意味は次のと おり です。

• asic number ： （任意） 指定さ れた  ASIC の情報を表示しま
す。 指定でき る範囲は 0 ～ 1 です。

• port number ： （任意） 指定さ れたポート および ASIC 番
号の情報を表示しま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 27 です。
0 はスーパーバイザで、 1 ～ 25 はポート を示しま す。
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付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Show Platform コマンド
show platform port-asic
exception [asic number | port 
number [asic number]]

例外インデッ ク ス  レジスタ情報を表示しま す。 キーワード
の意味は次のと おり です。

• asic number ： （任意） 指定さ れた  ASIC の情報を表示しま
す。 指定でき る範囲は 0 ～ 1 です。

• port number ： （任意） 指定さ れたポート および ASIC 番
号の情報を表示しま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 27 です。
0 はスーパーバイザで、 1 ～ 25 はポート を示しま す。

global-status [asic number | port 
number [asic number]]

グローバルおよび中断ステータスを表示しま す。 キーワー
ドの意味は次のと おり です。

• asic number ： （任意） 指定さ れた  ASIC の情報を表示しま
す。 指定でき る範囲は 0 ～ 1 です。

• port number ： （任意） 指定さ れたポート および ASIC 番
号の情報を表示しま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 27 です。
0 はスーパーバイザで、 1 ～ 25 はポート を示しま す。

learning [asic number | port 
number [asic number]]

学習キャッ シュ内のエント リ を表示しま す。 キーワードの
意味は次のと おり です。

• asic number ： （任意） 指定さ れた  ASIC の情報を表示しま
す。 指定でき る範囲は 0 ～ 1 です。

• port number ： （任意） 指定さ れたポート および ASIC 番
号の情報を表示しま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 27 です。
0 はスーパーバイザで、 1 ～ 25 はポート を示しま す。

mac-info [asic number | port 
number [asic number]]

MAC 情報レジスタの内容を表示しま す。 キーワードの意味
は次のと おり です。

• asic number ： （任意） 指定さ れた  ASIC の情報を表示しま
す。 指定でき る範囲は 0 ～ 1 です。

• port number ： （任意） 指定さ れたポート および ASIC 番
号の情報を表示しま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 27 です。
0 はスーパーバイザで、 1 ～ 25 はポート を示しま す。

mvid [asic number] マッ ピングさ れた  VLAN ID テーブルを表示しま す。 キー
ワードの意味は次のと おり です。

• asic number ： （任意） 指定さ れた  ASIC の情報を表示しま
す。 指定でき る範囲は 0 ～ 1 です。

packet-info-ram [asic number | 
index number [asic number]]

パケッ ト 情報 RAM を表示しま す。 キーワードの意味は次の
と おり です。

• asic number ： （任意） 指定さ れた  ASIC の情報を表示しま
す。 指定でき る範囲は 0 ～ 1 です。

• index number ： （任意） 指定さ れたパケッ ト  RAM イン
デッ ク ス番号および ASIC 番号の情報を表示しま す。 指
定でき る範囲は 0 ～ 63 です。
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付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Show Platform コマンド
show platform port-asic
port-info [asic number | port 
number [asic number]]

ポート 情報レジスタ値を表示しま す。 キーワードの意味は
次のと おり です。

• asic number ： （任意） 指定さ れた  ASIC の情報を表示しま
す。 指定でき る範囲は 0 ～ 1 です。

• port number ： （任意） 指定さ れたポート および ASIC 番
号の情報を表示しま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 27 です。
0 はスーパーバイザで、 1 ～ 25 はポート を示しま す。

prog-parser [asic number | port 
number [asic number]]

プロ グラマブル パーサー テーブルを表示しま す。 キーワー
ドの意味は次のと おり です。

• asic number ： （任意） 指定さ れた  ASIC の情報を表示しま
す。 指定でき る範囲は 0 ～ 1 です。

• port number ： （任意） 指定さ れたポート および ASIC 番
号の情報を表示しま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 27 です。
0 はスーパーバイザで、 1 ～ 25 はポート を示しま す。

receive {buffer-queue | port-fifo 
| supervisor-sram} [asic number | 
port number [asic number]]

受信情報を表示しま す。 キーワードの意味は次のと おり で
す。

• buffer-queue ： バッ フ ァ キュー情報を表示しま す。

• port-fifo ： ポート  FIFO 情報を表示しま す。

• supervisor-sram ： スーパーバイザ Static RAM （SRAM）
情報を表示しま す。

• asic number ： （任意） 指定さ れた  ASIC の情報を表示しま
す。 指定でき る範囲は 0 ～ 1 です。

• port number ： （任意） 指定さ れたポート および ASIC 番
号の情報を表示しま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 27 です。
0 はスーパーバイザで、 1 ～ 25 はポート を示しま す。

span [vlan-id | asic number] ス イッ チド  ポート  アナラ イザ （SPAN） 関連情報を表示し
ま す。 キーワードの意味は次のと おり です。

• vlan-id ： （任意） 指定さ れた  VLAN の情報を表示しま す。
指定でき る範囲は 0 ～ 1023 です。

• asic number ： （任意） 指定さ れた  ASIC の情報を表示しま
す。 指定でき る範囲は 0 ～ 1 です。
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付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Show Platform コマンド
show platform port-asic
stack {control | dest-map | 
learning | messages | mvid | 
prog-parser | span | stats [asic 
number | port number [asic 
number]}

スタッ ク関連情報を表示しま す。 キーワードの意味は次の
と おり です。

• control ： ス タッ ク制御ステータス  レジスタ情報を表示
しま す。

• dest-map ： 宛先マッ プ情報を表示しま す。

• learning ： 学習キャッ シュ内のエント リ を表示しま す。

• messages ： ス タッ ク  メ ッ セージ レジスタ情報を表示し
ま す。

• mvid ： マッ ピングさ れた  VLAN ID テーブルのエント リ
を表示しま す。

• prog-parser ： プロ グラマブル パーサー テーブルを表示
しま す。

• span ： SPAN 関連情報を表示しま す。

• stats ： ポート  ASIC の未処理の統計を表示しま す。

• asic number ： （任意） 指定さ れた  ASIC の情報を表示しま
す。 指定でき る範囲は 0 ～ 1 です。

• port number ： （任意） 指定さ れたポート および ASIC 番
号の情報を表示しま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 27 です。
0 はスーパーバイザで、 1 ～ 25 はポート を示しま す。

（注） こ れらのキーワードは、 LAN Base イメ ージを実行し
て いる Catalyst 2960-S ス イッ チだけでサポート さ れ
て いま す。

stats {drop | enqueue | 
miscellaneous | supervisor} [asic 
number | port number [asic 
number]]

ポート  ASIC の未処理の統計を表示しま す。 キーワードの意
味は次のと おり です。

• drop ： ドロッ プ統計情報を表示しま す。

• enqueue ： エンキュー統計情報を表示しま す。

• miscellaneous ： 各種統計情報を表示しま す。

• supervisor ： スーパーバイザ統計情報を表示しま す。

• asic number ： （任意） 指定さ れた  ASIC の情報を表示しま
す。 指定でき る範囲は 0 ～ 1 です。

• port number ： （任意） 指定さ れたポート および ASIC 番
号の情報を表示しま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 27 です。
0 はスーパーバイザで、 1 ～ 25 はポート を示しま す。
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付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Show Platform コマンド
show platform port-asic
コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 テクニカ ル サポート 担当者と と も に問題解決を行 う場合にだけ使用してく だ
さ い。 テクニカ ル サポート 担当者がこ のコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用し ないで
く ださ い。

transmit {port-fifo | queue | 
supervisor-sram} [asic number | 
port number [asic number]]

送信情報を表示しま す。 キーワードの意味は次のと おり で
す。

• port-fifo ： ポート  FIFO 情報レジスタの内容を表示しま
す。

• queue ： キュー情報レジスタの内容を表示しま す。

• supervisor-sram ： スーパーバイザ SRAM 情報を表示し
ま す。

• asic number ： （任意） 指定さ れた  ASIC の情報を表示しま
す。 指定でき る範囲は 0 ～ 1 です。

• port number ： （任意） 指定さ れたポート および ASIC 番
号の情報を表示しま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 27 です。
0 はスーパーバイザで、 1 ～ 25 はポート を示しま す。

vct [asic number | port number 
[asic number]]

指定さ れた  ASIC または指定さ れたポート および ASIC の  
VLAN 圧縮テーブル エント リ を表示しま す。 キーワードの
意味は次のと おり です。

• asic number ： （任意） 指定さ れた  ASIC の情報を表示しま
す。 指定でき る範囲は 0 ～ 1 です。

• port number ： （任意） 指定さ れたポート および ASIC 番
号の情報を表示しま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 27 です。
0 はスーパーバイザで、 1 ～ 25 はポート を示しま す。

version ポート  ASIC のバージョ ンおよびデバイス  タ イプ情報を表示
しま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Show Platform コマンド
show platform port-security
show platform port-security
プラッ ト フォー ムに依存するポート  セキュ リ ティ 情報を表示するには、 show platform 
port-security 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show platform port-security

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 テクニカ ル サポート 担当者と と も に問題解決を行 う場合にだけ使用してく だ
さ い。 テクニカ ル サポート 担当者がこ のコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用し ないで
く ださ い。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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show platform qos
プラッ ト フォー ムに依存する Quality of Service （QoS） 情報を表示するには、 show platform qos 
特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show platform qos {label asic number | policer {parameters asic number | 
port alloc number asic number}}

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 テクニカ ル サポート 担当者と と も に問題解決を行 う場合にだけ使用してく だ
さ い。 テクニカ ル サポート 担当者がこ のコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用し ないで
く ださ い。

label asic number 指定さ れた  ASIC の  QoS ラベル マッ プを表示しま す。

（任意） asic number に指定でき る範囲は 0 ～ 1 です。

policer {parameters asic number | 
port alloc number asic number}

ポリ サー情報を表示しま す。 キーワードの意味は次のと
おり です。

• parameters asic number ： 指定さ れた  ASIC のパラ
メ ータ情報を表示しま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 1 
です。

• port alloc number asic number ： 指定さ れたポート お
よび ASIC のポート 割り 当て情報を表示しま す。
ポート 割り 当てに指定でき る範囲は 0 ～ 25 です。
ASIC に指定でき る範囲は 0 ～ 1 です。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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show platform resource-manager
プラッ ト フォー ムに依存するリ ソース  マネージャ情報を表示するには、 show platform 
resource-manager 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show platform resource-manager {dm [index number] | erd [index number] | 
mad [index number] | med [index number] | mod | msm {hash-table [vlan vlan-id] | 
mac-address mac-address [vlan vlan-id]} | sd [index number] | 
vld [index number]}

構文の説明 dm [index number] 宛先マッ プを表示しま す。 キーワードの意味は次のと おり です。

• index number ： （任意） 指定さ れた インデッ ク スを表示しま す。 指
定でき る範囲は 0 ～ 65535 です。

erd [index number] 指定さ れた インデッ ク スの等価コスト  ルート 記述子テーブルを表示し
ま す。 キーワードの意味は次のと おり です。

• index number ： （任意） 指定さ れた インデッ ク スを表示しま す。 指
定でき る範囲は 0 ～ 65535 です。

mad [index number] 指定さ れた インデッ ク スの  MAC アドレス記述子テーブルを表示しま
す。 キーワードの意味は次のと おり です。

• index number ： （任意） 指定さ れた インデッ ク スを表示しま す。 指
定でき る範囲は 0 ～ 65535 です。

med [index number] 指定さ れた インデッ ク スのマ ルチエク スパンショ ン記述子テーブルを
表示しま す。 キーワードの意味は次のと おり です。

• index number ： （任意） 指定さ れた インデッ ク スを表示しま す。 指
定でき る範囲は 0 ～ 65535 です。

mod リ ソース  マネージャ  モジュール情報を表示しま す。

msm {hash-table 
[vlan vlan-id] | 
mac-address 
mac-address [vlan 
vlan-id]}

MAC アドレス記述子テーブルおよびステーショ ン記述子テーブル情
報を表示しま す。 キーワードの意味は次のと おり です。

• hash-table [vlan vlan-id] ： すべての  VLAN または指定さ れた  
VLAN のハッ シュ  テーブルを表示しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 
4094 です。

• mac-address mac-address [vlan vlan-id] ： すべての VLAN または指
定さ れた  VLAN に対する 48 ビッ ト  ハード ウェア アドレスで表さ
れる指定さ れた  MAC アドレスの  MAC アドレス記述子テーブルを
表示しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 4094 です。

sd [index number] 指定さ れた インデッ ク スのステーショ ン記述子テーブルを表示しま
す。 キーワードの意味は次のと おり です。

• index number ： （任意） 指定さ れた インデッ ク スを表示しま す。 指
定でき る範囲は 0 ～ 65535 です。

vld [index number] 指定さ れた インデッ ク スの  VLAN リ スト 記述子テーブルを表示しま
す。 キーワードの意味は次のと おり です。

• index number ： （任意） 指定さ れた インデッ ク スを表示しま す。 指
定でき る範囲は 0 ～ 65535 です。
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show platform resource-manager
コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 テクニカ ル サポート 担当者と と も に問題解決を行 う場合にだけ使用してく だ
さ い。 テクニカ ル サポート 担当者がこ のコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用し ないで
く ださ い。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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show platform snmp counters
プラッ ト フォー ムに依存する簡易ネッ ト ワーク管理プロト コ ル （SNMP） カ ウンタ情報を表示
するには、 show platform snmp counters 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show platform snmp counters

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 テクニカ ル サポート 担当者と と も に問題解決を行 う場合にだけ使用してく だ
さ い。 テクニカ ル サポート 担当者がこ のコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用し ないで
く ださ い。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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show platform spanning-tree
プラッ ト フォー ムに依存するスパニングツリ ー情報を表示するには、 show platform 
spanning-tree 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show platform spanning-tree synchronization [detail | vlan vlan-id]

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 テクニカ ル サポート 担当者と と も に問題解決を行 う場合にだけ使用してく だ
さ い。 テクニカ ル サポート 担当者がこ のコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用し ないで
く ださ い。

synchronization 
[detail | vlan 
vlan-id]

スパニングツリ ー ステート 同期情報を表示しま す。 キーワードの意味は
次のと おり です。

• detail ： （任意） スパニングツリ ー情報の詳細を表示しま す。

• vlan vlan-id ： （任意） 指定さ れた  VLAN の  VLAN ス イッ チ スパニン
グツリ ー情報を表示しま す。 指定でき る範囲は 1 ～ 4094 です。

リ リース 変更内容

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。 
C-27
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァレ ンス

OL- 29499-01-J



 

付録 C      Catalyst 2960、 2960-S、 2960-C、 および 2960-P スイッ チの Show Platform コマンド
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show platform stp-instance
プラッ ト フォー ムに依存するスパニングツリ ー インスタ ンス情報を表示するには、 show 
platform stp-instance 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show platform stp-instance vlan-id

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 テクニカ ル サポート 担当者と と も に問題解決を行 う場合にだけ使用してく だ
さ い。 テクニカ ル サポート 担当者がこ のコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用し ないで
く ださ い。

vlan-id 指定さ れた  VLAN のスパニングツリ ー インスタ ンス情報を表示しま す。
指定でき る範囲は 1 ～ 4094 です。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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show platform stack manager
show platform stack manager
プラッ ト フォー ムに依存するスタッ ク情報を表示するには、 show platform stack-manager 特権 
EXEC コマン ドを使用しま す。

show platform stack manager {all | counters | trace [sdp [reverse] | state [reverse]]} 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 テクニカ ル サポート 担当者と と も に問題解決を行 う場合にだけ使用してく だ
さ い。 テクニカ ル サポート 担当者がこ のコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用し ないで
く ださ い。

（注） こ のコマン ドは、LAN base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チのみでサポート さ
れて いま す。

ス イッ チ スタッ クのサマリ ー情報に表示さ れるステート は次のと おり です。

• Waiting ： ス イッ チは起動中で、 スタッ ク内にある他のス イッ チからの通信を待って いま
す。 ス イッ チはまだスタッ ク  マスターであるかど うかを判別して いません。

スタッ ク  マスター選出に参加して いないスタッ ク  メ ンバは、 スタッ ク  マスターが選出さ
れ準備ができ るまで Waiting ステート のままです。

• Initializing ： ス イッ チがそのスタッ ク  マスター ステータスを判別しま した。 ス イッ チがス
タッ ク  マスターでない場合、 こ のス イッ チはスタッ ク  マスターからシステ ム レベルおよ
びインターフェ イス  レベルの設定を受信してロードして いま す。

• Ready ： メ ンバがシステ ム レベルおよびインターフェ イス  レベルの設定のロードを完了し、
ト ラフィ ッ クを転送でき るよ うになって いま す。

all ス イッ チ スタッ ク全体の情報を すべて表示しま す。

counters スタッ ク  マネージャ  カ ウンタを表示しま す。

trace [sdp [reverse]] 追跡情報を表示しま す。 キーワードの意味は次のと おり です。

• sdp ： （任意） スタッ ク  ディ スカバリ  プロト コ ル （SDP） 情報を
表示しま す。

• reverse ： （任意） 追跡情報を逆順に （ 新の情報から順にさかの
ぼって） 表示しま す。

trace [state [reverse]] 追跡情報を表示しま す。 キーワードの意味は次のと おり です。

• state ： （任意） スタッ ク  ステート  マシン情報を表示しま す。

• reverse ： （任意） 追跡情報を逆順に （ 新の情報から順にさかの
ぼって） 表示しま す。

リ リース 変更箇所

12.2(53)SE1 このコマン ドが追加さ れま した。 
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show platform stack manager
• Master Re-Init ： マスターの再選出で、 異なるメ ンバがマスターに選出さ れた直後のステー
ト 。 新し いマスターがその設定を再初期化して いま す。 こ のステート は、 新し いマスター
だけに適用さ れま す。

• Ver Mismatch ： Version-Mismatch モードのス イッ チ。 Version-Mismatch モードは、 スタッ ク
に加入して いるス イッ チに、 マスターと は異なるスタッ ク  プロト コ ル マイナー バージョ
ン番号がある状態です。

スタッ ク  メ ンバ （スタッ ク  マスターを含む） の代表的なステート 遷移は、 Waiting -> 
Initializing -> Ready です。

マスター選出後のスタッ ク  マスターになるスタッ ク  メ ンバの代表的なステート 遷移は、 Ready 
-> Master Re-Init -> Ready です。

Version Mismatch モードのスタッ ク  メ ンバの代表的なステート 遷移は、Waiting -> Ver Mismatch 
です。
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show platform stack ports
プラッ ト フォー ムに依存するスタッ ク情報を表示するには、 show platform stack ports 特権 
EXEC コマン ドを使用しま す。

show platform stack ports {buffer | history}

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 テクニカ ル サポート 担当者と と も に問題解決を行 う場合にだけ使用してく だ
さ い。 テクニカ ル サポート 担当者がこ のコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用し ないで
く ださ い。

（注） こ のコマン ドは、LAN base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チのみでサポート さ
れて いま す。

例 次の例では、 show platform stack port buffer コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show platform stack ports buffer
              Stack Debug Event Data Trace
==============================================================
Event type LINK: Link status change
Event type RAC: RAC changes to Not OK
Event type SYNC: Sync changes to Not OK
==============================================================

  Event    Stack           Stack PCS Info              Ctrl-Status  Loopback   Cable
  Count    Port                                                     IOS / HW   length
=========  =====  ===================================  ===========  ========  ========
Event type: LINK OK Stack Port 1
0000000011   1    FF08FF00 860302A5 AA55FFFF FFFFFFFF   1CE61CE6     Yes/Yes  No cable
0000000011   2    FF08FF00 86031805 55AAFFFF FFFFFFFF   1CE61CE6     Yes/Yes  No cable
Event type: LINK OK Stack Port 2
0000000012   1    FF08FF00 860302A5 AA55FFFF FFFFFFFF   1CE61CE6     Yes/Yes  No cable
0000000012   2    FF08FF00 86031805 55AAFFFF FFFFFFFF   1CE61CE6     Yes/Yes  No cable
Event type: RAC
0000000013   1    FF08FF00 860302A5 AA55FFFF FFFFFFFF   1CE61CE6     Yes/Yes  No cable
0000000013   2    FF08FF00 86031805 55AAFFFF FFFFFFFF   1CE61CE6     Yes/Yes  No cable

buffer スタッ ク  ポート  リ ンク  イベント と 同期ステート  イベント を表示し
ま す。

history スタッ ク  ポート 履歴を表示しま す。

リ リース 変更内容

12.2(53)SE1 このコマン ドが追加さ れま した。 
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次の例では、 show platform stack ports history コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show platform stack ports history
Switch#/   Lost Sync   # times Link   # Changes
  Port#      Events        Not OK      To LinkOK
---------  -----------  ------------  ----------
  1/1               0             0           0
  1/2               3             4           3
  2/1               3             4           3
  2/2               0             0           0
  3/1               0             0           0
  3/2               0             0           0
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show platform tb
スタッ ク  マスターを新し いスタッ ク  マスターに変更して いる間に、 プラッ ト フォー ム依存の
信頼性のある境界情報を表示するには、 show platform tb 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show platform tb 

構文の説明 こ のコマン ドには、 引数またはキーワードはあり ません。

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 テクニカ ル サポート 担当者と と も に問題解決を行 う場合にだけ使用してく だ
さ い。 テクニカ ル サポート 担当者がこ のコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用し ないで
く ださ い。

（注） こ のコマン ドは、LAN base イメ ージを実行して いる Catalyst 2960-S ス イッ チのみでサポート さ
れて いま す。

例 次の例では、 show platform tb コマン ドの出力を示しま す。

Switch# show platform tb
Print TB sub-block information 
(Fa1/0/2) device:(Cisco phone)
/* current interfaces with TB enabled, and the trust device type */

Current master switch:(Yes)
/* Is this switch the current master switch?*/

New elected master   :(No)
/* Is the master switch-over occurred and this is the new master switch?*/

Master ready         :(No)
/* Is the Master switch in ready state?*/

HULC TB process on   :(No)
/* Is the TB platform process currently running?*/

CDP stable timer ON  :(No)(360 secs)
/* Is the CDP stable timer running?After the CDP stable timer expired, CDP neighbors of 
all the TB enabled interfaces will be verified to make sure the replacement of IP phone 
and PC did not happen during the master switch-over.*/

Print TB residue trust ports information
/* The interfaces with TB enabled right before master switch-over.*/

リ リース 変更箇所

12.2(53)SE1 このコマン ドが追加さ れま した。
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show platform tb
Print port CDP neighbor information
/* Is the CDP message still received after switch-over?*/

HULC TB is not detecting CDP events
/* Currently, this switch is not detecting any CDP event.*/
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show platform tcam
プラッ ト フォー ムに依存する Ternary Content Addressable Memory （TCAM） ド ラ イバ情報を表
示するには、 show platform tcam 特権 EXEC コマン ドを使用しま す。

show platform tcam {errors | handle number | log-results | table {acl | all | local | mac-address 
| qos | station | vlan-list} | usage} [asic number [detail [invalid]] | [index number [detail 
[invalid]] | invalid | num number [detail [invalid]] | invalid] | [invalid] | [num number [detail 
[invalid]] | invalid]] 

show platform tcam table acl [asic number [detail [invalid]] | [index number [detail [invalid]] | 
invalid | num number [detail [invalid]] | invalid] | [invalid] | [num number [detail [invalid]] 
| invalid]] 

show platform tcam table all [asic number [detail [invalid]] | [index number [detail [invalid]] | 
invalid | num number [detail [invalid]] | invalid] | [invalid] | [num number [detail [invalid]] 
| invalid]] 

show platform tcam table local [asic number [detail [invalid]] | [index number [detail [invalid]] 
| invalid | num number [detail [invalid]] | invalid] | [invalid] | [num number [detail [invalid]] 
| invalid]] 

show platform tcam table mac-address [asic number [detail [invalid]] | [index number [detail 
[invalid]] | invalid | num number [detail [invalid]] | invalid] | [invalid] | [num number [detail 
[invalid]] | invalid]] 

show platform tcam table qos [asic number [detail [invalid]] | [index number [detail [invalid]] | 
invalid | num number [detail [invalid]] | invalid] | [invalid] | [num number [detail [invalid]] 
| invalid]] 

show platform tcam table station [asic number [detail [invalid]] | [index number [detail 
[invalid]] | invalid | num number [detail [invalid]] | invalid] | [invalid] | [num number [detail 
[invalid]] | invalid]] 

show platform tcam table vlan-list [ [asic number [detail [invalid]] | [index number [detail 
[invalid]] | invalid | num number [detail [invalid]] | invalid] | [invalid] | [num number [detail 
[invalid]] | invalid]] 

構文の説明 errors Hulc Quality of Service （QoS） / アク セス  コ ント ロール リ ス
ト （ACL） TCAM Manager （HQATM）、 Hulc Forwarding 
TCAM Manager （HFTM）、 および TCAM で割り 当てら れて
いないスペース内での  TCAM メ モリ 整合性検査エラーを表
示しま す。

handle number TCAM ハン ド ルを表示しま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 
4294967295 です。

log-results TCAM ロ グ結果を表示しま す。
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show platform tcam
コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 テクニカ ル サポート 担当者と と も に問題解決を行 う場合にだけ使用してく だ
さ い。 テクニカ ル サポート 担当者がこ のコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用し ないで
く ださ い。

show platform tcam errors 特権 EXEC コマン ドは、 Catalyst 2960-S ス イッ チではサポート さ れ
て いません。

（注） ipv6、 equal-cost-route、 multicast-expansion、 secondary、 および usage キーワードは、 コマン
ド ラ インのヘルプ スト リ ングには表示さ れて いま すが、 サポート さ れて いません。

table {acl | all | local | 
mac-address | qos | station | 
vlan-list}

ルッ ク アッ プおよび転送テーブル情報を表示しま す。 キー
ワードの意味は次のと おり です。

• acl ： アク セス  コ ント ロール リ スト （ACL） テーブルを
表示しま す。

• all ： すべての  TCAM テーブルを表示しま す。

• local ： ローカ ル テーブルを表示しま す。

• mac-address ： MAC アドレス  テーブルを表示しま す。

• qos ： QoS テーブルを表示しま す。

• station ： ステーショ ン テーブルを表示しま す。

• vlan-list ： VLAN リ スト  テーブルを表示しま す。

usage CAM （連想メ モリ ） および転送テーブル使用状況を表示し
ま す。

[[asic number [detail [invalid]] | 
[index number [detail [invalid]] | 
invalid | num number [detail 
[invalid]] | invalid] | [invalid] | 
[num number [detail [invalid]] | 
invalid]]

情報を表示しま す。 キーワードの意味は次のと おり です。

• asic number ： 指定さ れた  ASIC のデバイス  ID の情報を表
示しま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 15 です。

• detail [invalid] ： （任意） 有効または無効の詳細を表示し
ま す。

• index number ： （任意） 指定さ れた  TCAM テーブル イン
デッ ク スの情報を表示しま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 
32768 です。

• num number ： （任意） 指定さ れた  TCAM テーブル番号の
情報を表示しま す。 指定でき る範囲は 0 ～ 32768 です。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。

12.2(55)SE errors キーワードのサポート が追加さ れま した。
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show platform vlan
show platform vlan
プラッ ト フォー ムに依存する VLAN 情報を表示するには、 show platform vlan 特権 EXEC コマ
ン ドを使用しま す。

show platform vlan {misc | mvid | prune | refcount | rpc {receive | transmit}} 

構文の説明

コマンド  モード 特権 EXEC

コマンド 履歴

使用上のガイド ライン こ のコマン ドは、 テクニカ ル サポート 担当者と と も に問題解決を行 う場合にだけ使用してく だ
さ い。 テクニカ ル サポート 担当者がこ のコマン ドの使用を推奨した場合以外には使用し ないで
く ださ い。

misc 各種 VLAN モジュール情報を表示しま す。

mvid Mapped VLAN ID （MVID） 割り 当て情報を表示しま す。

prune スタッ ク  プルーニング データベースを表示しま す。

refcount VLAN ロッ ク  モジュールについてのリ フ ァレ ンス  カ ウント を表示しま
す。

rpc {receive | 
transmit}

リ モート  プロシージャ  コール （RPC） メ ッ セージを表示しま す。 キー
ワードの意味は次のと おり です。

• receive ： 受信した情報を表示しま す。

• transmit ： 送信した情報を表示しま す。

リ リース 変更箇所

12.2(25)FX このコマン ドが追加さ れま した。
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show platform vlan
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付 録 D

オープン ソース ソ フト ウェ アについて

Cisco IOS ソ フト ウェアの pipe コマン ドは、 Henry Spencer の正規表現ラ イブラ リ （regex） を使
用して いま す。 こ のラ イブラ リ の 新版は、 ラ イブラ リ の旧バージョ ンと の互換性を保つため
に Catalyst オペレーティ ング システ ム ソ フト ウェアで若干修正さ れて いま す。

Henry Spencer's regular expression library (regex).Copyright 1992, 1993, 1994, 1997 Henry 
Spencer.All rights reserved.This software is not subject to any license of the American Telephone and 
Telegraph Company or of the Regents of the University of California.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose on any computer system, and to 
alter it and redistribute it, subject to the following restrictions:

1. The author is not responsible for the consequences of use of this software, no matter how awful, 
even if they arise from flaws in it.

2. The origin of this software must not be misrepresented, either by explicit claim or by omission.Since 
few users ever read sources, credits must appear in the documentation.

3. Altered versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the 
original software.Since few users ever read sources, credits must appear in the documentation.

4. This notice may not be removed or altered.
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A

aaa accounting dot1x コマン ド 1

aaa authentication dot1x コマン ド 3

aaa authorization network コマン ド 5, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 
148, 302, 304, 305, 472, 7, 34

AAA 方式 3

ACE 132, 397

ACL

deny 130

IP 206

許可 395

非 IP プロト コ ル対応 309

表示 455

レ イヤ 2 インターフェ イス上 206

archive copy-sw コマン ド 6

archive download-sw コマン ド 9

archive tar コマン ド 13

archive upload-sw コマン ド 16

arp access-list コマン ド 18

authentication command bounce-port ignore 20

authentication command disable-port ignore 21

authentication control-direction コマン ド 22

authentication event コマン ド 24

authentication fallback コマン ド 28

authentication host-mode コマン ド 30

authentication mac-move permit コマン ド 32

authentication open コマン ド 34

authentication order コマン ド 36

authentication periodic コマン ド 38

authentication port-control コマン ド 40

authentication priority コマン ド 43

authentication timer コマン ド 45

authentication violation コマン ド 47
auth-fail max-attempts コマン ド

「dot1x auth-fail max-attempts コマン ド」 を参照

auth-fail vlan

「dot1x auth-fail vlan」 を参照

auth open コマン ド 34

auth order コマン ド 36

auth timer コマン ド 45

auto qos classify コマン ド 49

auto qos trust コマン ド 53

auto qos video コマン ド 56

auto qos voip コマン ド 59

B

BackboneFast、 STP 用 682

boot auto-copy-sw コマン ド 65

boot config-file コマン ド 67

boot enable-break コマン ド 68

boot helper-config file コマン ド 70

boot helper コマン ド 69

boot manual コマン ド 71

boot private-config-file コマン ド 72

boot system コマン ド 73

boot （ブート ローダ） コマン ド 2

BPDU ガード、 スパニング ツリ ー用 686, 722

BPDU フィ ルタ リ ング、 スパニング ツリ ー用 684, 722

C

cat （ブート ローダ） コマン ド 4

channel-group コマン ド 75

channel-protocol コマン ド 79

Cisco IP カメ ラ
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Auto-QoS 設定 56

Cisco SoftPhone

auto-QoS の設定 59

送信さ れたパケッ ト を信頼する 364

Cisco Telepresence システ ム

Auto-QoS 設定 56

CISP

「Client Information Signalling Protocol」 を参照

debug platform cisp コマン ド 34

cisp enable コマン ド 81

class-map コマン ド 85

class コマン ド 82

clear dot1x コマン ド 88

clear eap sessions コマン ド 89

clear errdisable interface 90

clear ip arp inspection log コマン ド 87

clear ip arp inspection statistics コマン ド 91

clear ip dhcp snooping database コマン ド 92

clear lacp コマン ド 94

clear logging onboard コマン ド 95

clear mac address-table コマン ド 96, 98

clear nmsp statistics コマン ド 99

clear pagp コマン ド 100

clear port-security コマン ド 101

clear psp counter 103

clear psp counter コマン ド 103

clear spanning-tree counters コマン ド 104

clear spanning-tree detected-protocols コマン ド 105

clear vmps statistics コマン ド 107

clear vtp counters コマン ド 108

Client Information Signalling Protocol 81, 148, 472, 7, 34

cluster commander-address コマン ド 109

cluster discovery hop-count コマン ド 111

cluster enable コマン ド 112

cluster holdtime コマン ド 114

cluster member コマン ド 115

cluster outside-interface コマン ド 117

cluster run コマン ド 118

cluster standby-group コマン ド 119
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config-vlan モード

開始 800

コマン ド 801

copy logging onboard コマン ド 122

copy （ブート ローダ） コマン ド 6

CoS

着信値の上書き 332

着信パケッ ト へのデフォ ルト 値の割り 当て 332

CoS/DSCP マッ プ 336

CPU ASIC 統計、 表示 480

crashinfo フ ァイ ル 192

D

debug authentication 2

debug auto qos コマン ド 4

debug backup コマン ド 6

debug cisp コマン ド 7

debug cluster コマン ド 8

debug dot1x コマン ド 10

debug dtp コマン ド 11

debug eap コマン ド 12

debug etherchannel コマン ド 13

debug ilpower コマン ド 14

debug interface コマン ド 15

debug ip dhcp snooping コマン ド 16

debug ip igmp filter コマン ド 18

debug ip igmp max-groups コマン ド 19

debug ip igmp snooping コマン ド 20

debug ip verify source packet コマン ド 17

debug lacp コマン ド 21

debug lldp packets コマン ド 22

debug mac-notification コマン ド 23

debug matm move update コマン ド 25

debug matm コマン ド 24

debug monitor コマン ド 26

debug mvrdbg コマン ド 28

debug nmsp コマン ド 29
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debug nvram コマン ド 30

debug pagp コマン ド 31

debug platform acl コマン ド 32

debug platform backup interface コマン ド 33

debug platform cisp コマン ド 34

debug platform cli-redirection main コマン ド 35

debug platform configuration コマン ド 42

debug platform cpu-queues コマン ド 37

debug platform dot1x コマン ド 39

debug platform etherchannel コマン ド 40

debug platform forw-tcam コマン ド 41

debug platform ip arp inspection コマン ド 44

debug platform ip dhcp コマン ド 45

debug platform ip igmp snooping コマン ド 46

debug platform ip source-guard コマン ド 48

debug platform led コマン ド 49

debug platform matm コマン ド 50

debug platform messaging application コマン ド 51

debug platform phy コマン ド 53

debug platform pm コマン ド 55

debug platform port-security コマン ド 58

debug platform qos-acl-tcam コマン ド 59

debug platform resource-manager コマン ド 60

debug platform snmp コマン ド 61

debug platform span コマン ド 62

debug platform stack-manager コマン ド 63

debug platform supervisor-asic コマン ド 64

debug platform sw-bridge コマン ド 65

debug platform tcam コマン ド 66

debug platform udld コマン ド 68

debug platform vlan コマン ド 69

debug pm コマン ド 70

debug port-security コマン ド 72

debug qos-manager コマン ド 73

debug spanning-tree backbonefast コマン ド 76

debug spanning-tree bpdu-opt コマン ド 78

debug spanning-tree bpdu コマン ド 77

debug spanning-tree mstp コマン ド 79

debug spanning-tree switch コマン ド 81
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debug spanning-tree uplinkfast コマン ド 83

debug spanning-tree コマン ド 74

debug sw-vlan ifs コマン ド 86

debug sw-vlan notification コマン ド 88

debug sw-vlan vtp コマン ド 90

debug sw-vlan コマン ド 84

debug udld コマン ド 92

debug vqpc コマン ド 94

define interface-range コマン ド 124

delete コマン ド 126

delete （ブート ローダ） コマン ド 8

deny （ARP アク セス  リ スト  コ ンフィ ギュレーショ
ン） コマン ド 128

deny コマン ド 130

DHCP スヌーピング

イネーブル化

VLAN 上 243

インターフェ イス上で信頼 241

オプショ ン 82 236, 238

エッ ジ ス イッ チからの信頼でき ないパケッ ト の受
け入れ 238

エラー回復タ イマー 189

レート 制限 240

DHCP スヌーピング バインディ ング データベース

エージェント 統計情報のク リ ア 92

更新 433

データベース  エージェント 、 設定 233

バインディ ング

削除 231

追加 231

バインディ ング フ ァイ ル、 設定 233

dir （ブート ローダ） コマン ド 10

dot1x auth-fail max-attempts コマン ド 142

dot1x auth-fail vlan 144

dot1x control-direction コマン ド 146

dot1x credentials （グローバル コ ンフィ ギュレーショ
ン） コマン ド 148

dot1x critical インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ
ン コマン ド 151

dot1x critical グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン コ
マン ド 149
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dot1x default コマン ド 153

dot1x fallback コマン ド 154

dot1x guest-vlan コマン ド 155

dot1x host-mode コマン ド 158

dot1x initialize コマン ド 160

dot1x mac-auth-bypass コマン ド 161

dot1x max-reauth-req コマン ド 163

dot1x max-req コマン ド 165

dot1x pae コマン ド 166

dot1x port-control コマン ド 167

dot1x re-authenticate コマン ド 169

dot1x reauthentication コマン ド 170

dot1x supplicant controlled transient コマン ド 171

dot1x supplicant force-multicast コマン ド 173

dot1x test eapol-capable コマン ド 174

dot1x test timeout コマン ド 175

dot1x timeout コマン ド 176

dot1x violation-mode コマン ド 179

dot1x コマン ド 140

DSCP/CoS マッ プ 336

DSCP/DSCP 変換マッ プ 336

DTP 764

DTP ネゴシエーショ ン 766

DTP フ ラッ プ

エラー回復タ イマー 189

エラー検出 183

dual-purpose アッ プリ ンク  ポート

アク ティ ブなメ ディ アの表示 531

設定可能なオプショ ンの表示 527

タ イプの選択 324

duplex コマン ド 180

dynamic auto VLAN メ ンバシッ プ モード 763

dynamic desirable VLAN メ ンバシッ プ モード 763

Dynamic Host Configuration Protocol （DHCP）

「DHCP スヌーピング」 を参照

Dynamic Trunking Protocol （ダイナミ ッ ク  ト ランキン
グ プロト コ ル）

「DTP」 を参照
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E

EAP-Request/Identity フレー ム

再送信するまでの時間 176

送信する 高回数 165

ebug platform port-asic コマン ド 57

epm access-control open 182

errdisable detect cause small-frame コマン ド 186

errdisable detect cause コマン ド 183

errdisable recovery cause small-frame 188

errdisable recovery コマン ド 189

errdisable 検出 183

error-disabled インターフェ イス、 表示 524

EtherChannel

EtherChannel/PAgP のデバッ グ、 表示 13

LACP

channel-group 情報のク リ ア 94, 95

システ ム プラ イオリ ティ 289

デバッ グ メ ッ セージ、 表示 21

表示 570

プロト コ ルの制限 79

ホッ ト スタ ンバイ ポート のポート  プラ イオリ
ティ 287

モード 75

PAgP

channel-group 情報のク リ ア 100

エラー回復タ イマー 189

エラー検出 183

学習方式 389

集約ポート  ラーナー 389

送信ト ラフィ ッ クの インターフェ イスのプラ
イオリ ティ 391

デバッ グ メ ッ セージ、 表示 31

表示 624

物理ポート  ラーナー 389

モード 75

イーサネッ ト  インターフェ イスのチャ ネル グ
ループへの割り 当て 75

インターフェ イス情報、 表示 524

表示 518
レ ンス

OL- 29499-01-J



 

索引
負荷分散方式 404

プラッ ト フォー ム特定イベント のデバッ グ、 表
示 40

ポート  チャ ネル論理インターフェ イスの作
成 199

Ethernet controller、 スタッ ク  ポート 情報 489

exception crashinfo コマン ド 192, 197

F

fallback profile コマン ド 193

flash_init （ブート ローダ） コマン ド 12

Flex Link

設定 756

表示 525

優先 VLAN の設定 759

flowcontrol コマン ド 195

format （ブート ローダ） コマン ド 14

fsck （ブート ローダ） コマン ド 16

H

help （ブート ローダ） コマン ド 18

Hot Standby Router Protocol（ホッ ト スタ ンバイ ルータ  
プロト コ ル）

「HSRP」 を参照

HSRP

HSRP グループのク ラスタへのバイン ド 119

スタ ンバイ グループ 119

I

IEEE 802.1x

違反エラーの回復 189

「ポート  ベースの認証」 も参照

IEEE 802.1x ポート  ベース認証

ゲスト  VLAN のサプリ カント の イネーブル
化 142, 154, 194

IEEE 802.1x

ス イッ チポート  モード 764
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IGMP 大グループ、 デバッ グ 19

IGMP スヌーピング

querier 256

イネーブル化 252

インターフェ イスのト ポロジ変更通知動作 262

ク エリ ー要求 260

グループのスタティ ッ ク  メ ンバと してのポート の
追加 266

ス イッ チのト ポロジ変更通知動作 260

設定可能脱退タ イマーのイネーブル化 254

即時脱退機能のイネーブル化 263

表示 549

フ ラッ ディ ング ク エリ ー カ ウント 260

レポート 抑制 258

IGMP フィ ルタ

適用 246

デバッ グ メ ッ セージ、 表示 18

IGMP プロフ ァイ ル

作成 250

表示 548

IGMP グループ、 大値の設定 248

interface port-channel コマン ド 199

interface range コマン ド 201

interface vlan コマン ド 204

Internet Group Management Protocol （インターネッ ト  
グループ管理プロト コ ル）

「IGMP」 を参照

ip access-group コマン ド 206

ip address コマン ド 209

ip admission name proxy http コマン ド 213

ip admission コマン ド 211

ip arp inspection filter vlan コマン ド 215

ip arp inspection limit コマン ド 217

ip arp inspection log-buffer コマン ド 219

ip arp inspection trust コマン ド 221

ip arp inspection validate コマン ド 222

ip arp inspection vlan logging コマン ド 225

ip arp inspection vlan コマン ド 224

ip device tracking probe コマン ド 227
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ip device tracking コマン ド 229

ip dhcp snooping binding コマン ド 231

ip dhcp snooping database コマン ド 233

ip dhcp snooping information option allow-untrusted コマ
ン ド 238

ip dhcp snooping information option コマン ド 236

ip dhcp snooping limit rate コマン ド 240

ip dhcp snooping trust コマン ド 241

ip dhcp snooping verify コマン ド 242

ip dhcp snooping vlan information option format-type 
circuit-id string コマン ド 244

ip dhcp snooping vlan コマン ド 243

ip dhcp snooping コマン ド 230

IP DHCP スヌーピング

「DHCP スヌーピング」 を参照

ip igmp filter コマン ド 246

ip igmp max-groups コマン ド 248

ip igmp profile コマン ド 250

ip igmp snooping last-member-query-interval コマン
ド 254

ip igmp snooping querier コマン ド 256

ip igmp snooping report-suppression コマン ド 258

ip igmp snooping tcn flood コマン ド 262

ip igmp snooping tcn コマン ド 260

ip igmp snooping vlan immediate-leave コマン ド 263

ip igmp snooping vlan mrouter コマン ド 264

ip igmp snooping vlan static コマン ド 266

ip igmp snooping コマン ド 252

IP Phone

auto-QoS の設定 59

送信さ れたパケッ ト を信頼する 364

IP Precedence/DSCP マッ プ 336

ip source binding コマン ド 268

ip ssh コマン ド 270

ipv6 mld snooping last-listener-query count コマン
ド 275

ipv6 mld snooping last-listener-query-interval コマン
ド 277

ipv6 mld snooping listener-message-suppression コマン
ド 279
IN-6
Catalyst 2960、 2960-S、 および 2960-P スイッ チ コマンド  リフ ァ
ipv6 mld snooping robustness-variable コマン ド 281

ipv6 mld snooping tcn コマン ド 283

ipv6 mld snooping vlan コマン ド 285

ipv6 mld snooping コマン ド 273

IPv6 SDM テンプレート 438

ip verify source コマン ド 271

IP アドレス、 設定 209

IP 送信元ガード

イネーブル化 271

ディ セーブル化 271

IP ソース  ガード

スタティ ッ ク  IP ソース  バインディ ング 268

IP マ ルチキャ スト  アドレス 371

L

LACP

「EtherChannel」 を参照

lacp port-priority コマン ド 287

lacp system-priority コマン ド 289

Link Aggregation Control Protocol

「EtherChannel」 を参照

link state group コマン ド 291

link state track コマン ド 293

location （インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ
ン） コマン ド 296

location （グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン） コマ
ン ド 294

logging event power-inline-status コマン ド 299

logging event コマン ド 298

logging file コマン ド 300

M

mab request format attribute 1 コマン ド 302

mab request format attribute 2 コマン ド 304

mab request format attribute 32 コマン ド 305

mac access-group コマン ド 307

mac access-list extended コマン ド 309
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mac address-table aging-time 307

mac address-table aging-time コマン ド 311

mac address-table learning コマン ド 312

mac address-table move update コマン ド 314

mac address-table notification コマン ド 316

mac address-table static drop コマン ド 319

mac address-table static コマン ド 318

MAC アク セス  リ スト 130

MAC アク セス  リ スト  コ ンフィ ギュレーショ ン モー
ド 309

MAC アドレス

MAC アドレス通知ト ラッ プの イネーブル化 316

MAC アドレス  テーブル移行更新の イネーブル
化 314

VLAN ごと の  MAC アドレス  ラーニングのディ
セーブル化 312

固定スタッ ク 741

スタティ ッ ク

インターフェ イス上でドロッ プ 319

追加および削除 318

表示 597

動的

エージング タ イ ム 311

削除 96

表示 590

表示

VLAN 単位 599

VLAN のアドレス数 589

インターフェ イス単位 592

スタティ ッ ク 597

スタティ ッ ク  エント リ およびダイナミ ッ ク  エ
ント リ 584

通知設定 595

動的 590

MAC アドレス  グループ、 表示 583

MAC アドレス通知、 デバッ グ 23

match （ク ラスマッ プ コ ンフィ ギュレーショ ン） コマ
ン ド 321

Maximum Transmission Unit （ 大伝送ユニッ ト ）

「MTU」 を参照
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OL- 29499-01-J
mdix auto コマン ド 323

media-type rj45 （ラ イン コ ンフィ ギュレーショ ン） コ
マン ド 326

media-type （インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ
ン） コマン ド 324

memory （ブート ローダ） コマン ド 20

mkdir （ブート ローダ） コマン ド 22

MLD スヌーピング

イネーブル化 273

ク エリ ーの設定 275, 277

設定 279, 281

ト ポロジ変更通知の設定 283

表示 560

mls qos aggregate-policer コマン ド 330

mls qos cos コマン ド 332

mls qos dscp-mutation コマン ド 334

mls qos map コマン ド 336

mls qos queue-set output buffers コマン ド 340

mls qos queue-set output threshold コマン ド 342

mls qos queue-set stack buffers コマン ド 344

mls qos rewrite ip dscp コマン ド 346

mls qos srr-queue input bandwidth コマン ド 348

mls qos srr-queue input buffers コマン ド 350

mls qos srr-queue input cos-map コマン ド 352

mls qos srr-queue input dscp-map コマン ド 354

mls qos srr-queue input priority-queue コマン ド 356

mls qos srr-queue input threshold コマン ド 358

mls qos srr-queue output cos-map コマン ド 360

mls qos srr-queue output dscp-map コマン ド 362

mls qos trust コマン ド 364

mls qos コマン ド 328

Mode ボタ ン、 パス ワード回復 443

monitor session コマン ド 366

more （ブート ローダ） コマン ド 24

MSTP

MST リ ージョ ン

MST コ ンフィ ギュレーショ ン モード 702

VLAN と インスタ ンス間のマッ ピング 702

現在または保留中の構成の表示 703
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コ ンフィ ギュレーショ ン リ ビジョ ン番号 702

設定名 702

表示 641

変更の中止 702

変更の適用 702

ステート 情報の表示 640

ステート 変更

BPDU ガードの イネーブル化 686, 722

BPDU フィ ルタ リ ングの イネーブル化 684, 
722

PortFast 対応ポート のシャッ ト ダウン 722

Port Fast のイネーブル化 722, 725

転送遅延時間 706

フォ ワーディ ング ステート への高速移行 696

ブロッ キング ステート からフォ ワーディ ング 
ステート へ 725

リ スニングおよびラーニング ステート の期
間 706

相互運用 105

パス  コ スト 704

表示 641

プロト コ ル移行プロセスの再開 105

プロト コ ル モード 700

リ ンク  タ イプ 696

ルート  ス イッ チ

BPDU ドロッ プまでの 大ホッ プ数 711

BPDU メ ッ セージの間隔 709

hello BPDU メ ッ セージの間隔 707, 718

hello タ イ ム 707, 718

拡張システ ム ID の影響 692

ス イッ チのプラ イオリ ティ 717

選択に関するポート  プラ イオリ ティ 713

プラ イマリ またはセカンダリ 718

有効期限 709

ルート  ポート

指定ポート の制限 694

ルート  ガード 694

ルート と なるポート の制限 694

ループ ガード 694

MTU
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グローバル設定の表示 652

サイズの設定 784

Multicase Listener Discovery

「MLD」 を参照

Multicast Listener Discovery

「MLD」 を参照

Multicast VLAN、 MVR 372

Multicast VLAN Registration

「MVR」 を参照

MVR

アドレスのエイリ アス 372

インターフェ イス情報の表示 616

インターフェ イスの設定 374

設定 371

デバッ グ メ ッ セージ、 表示 28

表示 615

メ ンバー、 表示 618

mvr vlan group コマン ド 375

mvr （インターフェ イス  コ ンフィ ギュレーショ ン） コ
マン ド 374

mvr （グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン） コマン
ド 371

N

Network Admission Control Software Configuration 
Guide 212, 214

network-policy profile （ネッ ト ワーク ポリ シー コ ン
フィ ギュレーショ ン） コマン ド 381

network-policy （グローバル コ ンフィ ギュレーショ ン）
コマン ド 379

network-policy コマン ド 377

nmsp attachment suppress コマン ド 385

nmsp コマン ド 383

no authentication logging verbose 386

no dot1x logging verbose 387

no mab logging verbose 388

nonegotiate、 速度 733

no vlan コマン ド 800
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P

PAgP

「EtherChannel」 を参照

pagp learn-method コマン ド 389

pagp port-priority コマン ド 391

permit （ARP アク セス  リ スト  コ ンフィ ギュレーショ
ン） コマン ド 393

permit （MAC アク セス  リ スト  コ ンフィ ギュレーショ
ン） コマン ド 395

Per-VLAN Spanning-Tree Plus

「STP」 を参照

PIM-DVMRP、 マ ルチキャ スト  ルータ学習方式 264

PoE

コ ント ローラ  レジスタ値の表示 493

状態のロギング 299

電力管理情報の表示 629

電力管理モードの設定 406

電力消費のポリ シング 413

電力設定 410

電力のモニタ リ ング 413

police aggregate コマン ド 400

police コマン ド 398

policy-map コマン ド 402

Port Aggregation Protocol

「EtherChannel」 を参照

port-channel load-balance コマン ド 404

PortFast、 スパニング ツリ ー用 725

power inline consumption コマン ド 410

power inline police コマン ド 413

power inline コマン ド 406

Power over Ethernet

「PoE」 を参照

priority-queue コマン ド 416

psp 418

psp コマン ド 418

PVST+

「STP」 を参照
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Q

QoS

auto-QoS

設定 59

デバッ グ メ ッ セージ、 表示 4

auto-QoS trust

設定 53

Auto-QoS ビデオ

設定 56

DSCP 透過 346

DSCP の信頼でき るポート

DSCP/DSCP 変換マッ プの定義 336

DSCP/DSCP 変換マッ プの適用 334

IP Phone の信頼さ れる境界 364

イネーブル化 328

キュー、 緊急キューのイネーブル化 416

ク ラス  マッ プ

一致基準の定義 321

作成 85

表示 473

出力キュー

CoS 出力キューのしき い値マッ プの定義 360

CoS 出力キューのしき い値マッ プの表示 608

CoS 値のキューおよびしき い値へのマッ ピン
グ 360

DSCP 出力キューのしき い値マッ プの定
義 362

DSCP 出力キューのしき い値マッ プの表
示 608

DSCP 値のキューおよびしき い値へのマッ ピ
ング 362

WTD しき い値の設定 342

キューイングの方針の表示 604

キューセッ ト の表示 611

大および予約済みメ モリ 割り 当ての設
定 342

帯域幅共有と スケジューリ ングの有効化 739

帯域幅シェーピングと スケジューリ ングの有
効化 737

バッ フ ァの割り 当て 340
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バッ フ ァ割り 当ての表示 604

ポート での 大出力の制限 735

ポート のキューセッ ト へのマッ ピング 420

設定情報の表示 601

着信パケッ ト の CoS 値の定義 332

統計情報

キューに入れら れた、 または削除さ れたパ
ケッ ト 604

送受信した  CoS 値 604

送受信した  DSCP 値 604

プロフ ァイ ル内外のパケッ ト 604

入力キュー

CoS 値のキューおよびしき い値へのマッ ピン
グ 352

CoS 入力キューのしき い値マッ プの定義 352

CoS 入力キューのしき い値マッ プの表示 608

DSCP 値のキューおよびしき い値へのマッ ピ
ング 354

DSCP 入力キューのしき い値マッ プの定
義 354

DSCP 入力キューのしき い値マッ プの表
示 608

WTD しき い値の設定 358

キューイングの方針の表示 604

設定の表示 603

バッ フ ァの割り 当て 350

バッ フ ァ割り 当ての表示 604

プラ イオリ ティ  キューのイネーブル化 356

SRR スケジューリ ングの重みの割り 当て 348

ポート の信頼状態 364

ポリ シー マッ プ

DSCP 値または IP precedence 値の設定 448

インターフェ イスへの適用 445, 450

階層 403

作成 402

集約ポリ サーの適用 400

信頼状態 792

ト ラフィ ッ クの分類 82

ポリ サーの定義 330, 398

ポリ サーの表示 602
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ポリ シング設定 DSCP マッ プ 336

QoS のポート の信頼状態 364

QoS マッ プ

定義 336, 352, 354, 360, 362

Quality Of Service

「QoS」 を参照

queue-set コマン ド 420

R

radius-server dead-criteria コマン ド 421

radius-server host コマン ド 423

Rapid Per-VLAN Spanning-Tree Plus

「STP」 を参照

Rapid PVST+

「STP」 を参照

rcommand コマン ド 425

reload コマン ド 427

remote-span コマン ド 431

Remote Switched Port Analyzer （リ モート  ス イッ チド  
ポート  アナラ イザ）

「RSPAN」 を参照

remote コマン ド 429

rename （ブート ローダ） コマン ド 26

renew ip dhcp snooping database コマン ド 433

reset （ブート ローダ） コマン ド 28

rmdir （ブート ローダ） コマン ド 29

rmon collection stats コマン ド 437

RSPAN

remote-span コマン ド 431

RSPAN ト ラフィ ッ クのフィ ルタ リ ング 366

設定 366

S

sdm prefer コマン ド 438

SDM テンプレート

デュ アル IPv4 および IPv6 438

表示 636
レ ンス

OL- 29499-01-J



 

索引
SDM ミ スマッ チ モード 649

service password-recovery コマン ド 443

service-policy コマン ド 445

session コマン ド 447

setup express コマン ド 453

setup コマン ド 450

set コマン ド 448

set （ブート ローダ） コマン ド 31

show access-lists コマン ド 455

show archive status コマン ド 458

show arp access-list コマン ド 459

show authentication コマン ド 460

show auto qos コマン ド 464

show boot コマン ド 468

show cable-diagnostics tdr コマン ド 470

show cisp コマン ド 472

show class-map コマン ド 473

show cluster candidates コマン ド 476

show cluster members コマン ド 478

show cluster コマン ド 474

show controllers cpu-interface コマン ド 480

show controllers ethernet-controller コマン ド 482

show controllers power inline コマン ド 493

show controllers tcam コマン ド 495

show controller utilization コマン ド 497

show dot1x コマン ド 502

show dtp 506

show eap コマン ド 508

show env コマン ド 511

show errdisable detect コマン ド 513

show errdisable flap-values コマン ド 515

show errdisable recovery コマン ド 516

show etherchannel コマン ド 518

show fallback profile コマン ド 521

show flowcontrol コマン ド 522

show interfaces counters コマン ド 533

show interfaces コマン ド 524

show inventory コマン ド 535

show ip arp inspection コマン ド 536
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show ip dhcp snooping binding コマン ド 541

show ip dhcp snooping database コマン ド 543, 545

show ip dhcp snooping コマン ド 540

show ip igmp profile コマン ド 548

show ip igmp snooping groups コマン ド 552

show ip igmp snooping mrouter コマン ド 554

show ip igmp snooping querier コマン ド 555

show ip igmp snooping コマン ド 549, 560

show ip source binding コマン ド 557

show ipv6 route updated 568

show ip verify source コマン ド 558

show lacp コマン ド 570

show link state group コマン ド 574

show logging onboard コマン ド 578

show mac access-group コマン ド 583

show mac address-table address コマン ド 586

show mac address-table aging time コマン ド 587

show mac address-table count コマン ド 589

show mac address-table dynamic コマン ド 590

show mac address-table interface コマン ド 592

show mac address-table move update コマン ド 594

show mac address-table notification コマン ド 98, 595, 25

show mac address-table static コマン ド 597

show mac address-table vlan コマン ド 599

show mac address-table コマン ド 584

show mls qos aggregate-policer コマン ド 602

show mls qos input-queue コマン ド 603

show mls qos interface コマン ド 604

show mls qos maps コマン ド 608

show mls qos queue-set コマン ド 611

show mls qos vlan コマン ド 612

show mls qos コマン ド 601

show monitor コマン ド 613

show mvr interface コマン ド 616

show mvr members コマン ド 618

show mvr コマン ド 615

show network-policy profile コマン ド 620

show nmsp コマン ド 621

show pagp コマン ド 624
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show policy-map コマン ド 626

show port security コマン ド 627

show power inline コマン ド 629

show psp config 634

show psp config コマン ド 634

show psp statistics 635

show psp statistics コマン ド 635

show sdm prefer コマン ド 636

show setup express コマン ド 639

show spanning-tree コマン ド 640

show storm-control コマン ド 646

show switch コマン ド 648

show system mtu コマン ド 652

show trust コマン ド 792

show udld コマン ド 653

show version コマン ド 656

show vlan コマン ド 657

show vlan コマン ド、 フィ ールド 658

show vmps コマン ド 660

show vtp コマン ド 662

shutdown vlan コマン ド 668

shutdown コマン ド 667

small violation-rate コマン ド 669

snmp-server enable traps コマン ド 671

snmp-server host コマン ド 676

snmp trap mac-notification change コマン ド 680

SNMP 通知、 送信のイネーブル 671

SNMP ト ラッ プ

MAC アドレス通知機能の イネーブル化 316

MAC アドレス通知ト ラッ プの イネーブル化 680

送信のイネーブル化 671

SNMP ホスト 、 指定 676

SoftPhone

「Cisco SoftPhone」 を参照

SPAN

SPAN ト ラフィ ッ クのフィ ルタ リ ング 366

セッ ショ ン

インターフェ イスへの追加 366

新規に開始 366
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設定 366

デバッ グ メ ッ セージ、 表示 26

spanning-tree backbonefast コマン ド 682

spanning-tree bpdufilter コマン ド 684

spanning-tree bpduguard コマン ド 686

spanning-tree cost コマン ド 688

spanning-tree etherchannel コマン ド 690

spanning-tree extend system-id コマン ド 692

spanning-tree guard コマン ド 694

spanning-tree link-type コマン ド 696

spanning-tree loopguard default コマン ド 698

spanning-tree mode コマン ド 700

spanning-tree mst configuration コマン ド 702

spanning-tree mst cost コマン ド 704

spanning-tree mst forward-time コマン ド 706

spanning-tree mst hello-time コマン ド 707

spanning-tree mst max-age コマン ド 709
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